
1 
 

わかみず会資料（’10.12.8） 1 
 2 
   中世哲学の発見－以下の紹介 3 
  天使はなぜ堕落するのか－中世哲学の興亡 4 

（八木雄二、春秋社、2009） 5 
         峰尾欽二 6 
帯の宣伝文句から 7 
 8 
 古代哲学の遺産とキリスト教の巨大な影響、現代とはまったく違った世界観を背景とし9 
て構築された哲学の大聖堂を、アウグスティヌス、ボエティウスから、スコラ哲学の父10 
アンセルムス、アベラール、トマス・アクィナス、革命的天才ヨハニス・オリヴィ、ド11 
ゥンス・スコトゥス、そしてオッカムとエックハルトに至って終焉を迎えるまで、斬新12 
な視点で描く壮大な知の歴史絵巻。 13 

 14 
この中で何人の名前を知っているだろうか。 15 
 16 
読書欄「ゼロ年代（2000－2009）の 50 冊」（朝日新聞 2010/4/25）で『磁力と重力の発見』17 
（山本義隆）を取り上げている。それによると、「自然科学史といえば大抵、古代ギリシャ・18 
ローマから始めて､その後、中世とルネッサンスの 1 千年間をほとんどすっ飛ばして、いき19 
なり近代を論ずる。しかし本書は、中世・ルネサンスと近代科学との連続性と断絶性をた20 
んねんにたどる」「近代科学は魔術、錬金術など「非科学的なるもの」の嫡子であることが21 
明らかになる。」 22 
 23 
分野が違え、まったく同じことがこの書の中で行われている。哲学通史の中では中世はま24 
ったく無視され、ギリシャ・ローマの哲学から近代哲学が論じられるのが普通である。本25 
書では、中世哲学を丹念に逍遙し､キリスト教神学から近代哲学の芽が出てきたことを論証26 
している。 27 
 28 
第Ⅰ部 中世とは何か 29 
第 1 章 ヨーロッパ中世社会 30 
第 2 章 天使と秩序世界 31 
第 3 章 中世 1000 年 32 
第 4 章 大学の誕生 33 
第 5 章 古代からの継承と普遍論争（アウグスティヌス、ボエティウス） 34 
第Ⅱ部 中世哲学の誕生と発展 35 
第 6 章 キリスト教神学の誕生（カンタベリーのアンセルムス 1） 36 
第 7 章 神の存在（カンタベリーのアンセルムス２） 37 
第 8 章 天使の堕落（カンタベリーのアンセルムス３） 38 
第 9 章 イスラム哲学（アヴィンセ、ガザーリー、アヴェロエス） 39 
第 10 章 西ヨーロッパの文明開化とアリストテレスの時代（トマス・アクィナスの「エッ40 
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セ」） 1 
第Ⅲ部 中世哲学の成熟と終焉 2 
第 11 章 変化のきざし（ヨハニス・オリヴィ） 3 
第 12 章 ヨーロッパ中世終端間近の輝き（ドゥンス・スコトゥス１） 4 
第 13 章 存在の類比から概念へ（ドゥンス・スコトゥス 2） 5 
第 14 章 個別者とペルソナ（ドゥンス・スコトゥス 3） 6 
第 15 章 可能世界と自由意志、及び「針先の天使」（ドゥンス・スコトゥス 4） 7 
第 16 章 「中世」の終わり（オッカムとエックハルト） 8 
 9 
第Ⅰ部 中世とは何か 10 
第１章 ヨーロッパ中世社会 11 
 ヨーロッパにおいてさえ、近代哲学や古代哲学に比して、中世哲学は知られていない。12 
その第 1 の理由は、ヨーロッパにおいてさえ十分な研究が行われていない事実に起因する。13 
1920 年代から 30 年代にかけて二人の中世研究者（エティエンヌ・ジルソン1とポール・ヴ14 
ィニョウ）が当時の知識の 先端で中世哲学史を書いたが、それ以来全体の基調を変える15 
ような中世哲学史は生まれていない。 16 
 17 
アウグスティヌス（354－430）:『神の国』でキリスト教哲学の基軸をつくった。自分が生18 
きているときを、もう終わりの時代、もうすぐ世界の終末が来て､神の審判があり、天国に19 
行ける人と地獄に堕ちていく人が決められる､そのときが迫っている、と思っていた。しか20 
し、「終末の時代」はその後千年にわたって続くことになる。 21 
 キリスト教は本来「終末を予定している宗教」である。中世においては、社会が進歩す22 
るとは誰も考えていなかった。社会が進歩するのは当たり前のことと考える近代ヨーロッ23 
パとは､まったく異なった社会であった。 24 
 25 
第 2 章 天使と秩序世界 26 
ヨーロッパの中世人が描いた天使の姿は、日本人のイメージとはまったく異なっている。27 

中世キリスト教世界の天使は、男性的な姿をもつ天使である。かれらは神の使い、神の手28 
足となって働くものたちである。宇宙を動かしているのは、魂をもつ霊的な被造物であり、29 
つまり、天使が宇宙全体（星空）を動かしていると考えるのがキリスト教的世界観である。 30 
 他方、悪魔は天使の一部が堕落してなったものである。「ヨブ記」では､悪魔はヨブの信31 
仰が本当の信仰といえるかどうか確かめる許可を、いちいち神に求めている。旧約聖書の32 
段階では神に反逆するものではなく、神の使いであることに変わりはない。ところがキリ33 
スト教の歴史が始まると、古代の教父たちの解釈を通じて、中世になると悪魔は本当に悪34 
いものにされ、神にすら反逆するようになる。 35 
 広義の天使は 4 種からなる。地上に送られて人間の姿をもつキリストという天使（神の36 
子である天使）と、旧来の天使（正しい天使）と、悪魔となった天使（悪い天使）と、身37 
体を持つ人間となった天使である。ただし人間は、悪魔の誘惑に負けて罪を犯した「不完38 

                                                   
1 Etienne Gilson(1884-1978) 『中世哲学史』『中世哲学の精神』  
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全な天使」である。この不完全な天使は、神の救いのわざに答えて信仰を持つことによっ1 
て、完全な天使と等しい価値を持つことができる。これは聖書から文字通り読み取れる世2 
界とは異なっている。新たな想像が加わって生じた古代以来の伝承が加わり、その上に教3 
会による権威づけが与えられて誕生した世界、これこそがヨーロッパ・キリスト教信者が4 
見ていた世界である。知的世界の考察は、直接経験される宇宙の姿や動植物の姿ではなく、5 
神と 4 種類の天使がつくる世界にほとんど限られていた。 6 
 現代のように自然科学が発達すると、物理的自然についても哲学者が論じるが、当時は7 
状況がまったく違っていて、哲学の考察対象は科学的事実ではなく、むしろ教会の教えが8 
ほとんどすべてだった。 9 
 10 
第 3 章 中世 1000 年 11 
 キリスト教信仰は、中世の人々が生きていく上でなくてはならないものであった。つま12 
り中世の知性を指導する原理であった。哲学が無関心を決め込むことは明らかに不可能で13 
ある。したがって中世の哲学世界は完結した世界であるが、その理由は、中世哲学が、キ14 
リスト教信仰が濃厚にかかわっていた時代の哲学だからである。 15 
 16 
中世ヨーロッパの地域的広がりは、イタリア、フランス、ベネルクス三国、イギリス、17 

ドイツとみていい。東ローマ帝国の領域は、古代が続いており「中世」といえる世界が見18 
えない。 19 
西ヨーロッパのキリスト教化は、そこにあった（ケルト人の）ドルイド教の祭司を､キリ20 

スト教の司祭に取り替えていくことであった。 21 
 キリスト教会による文明開化は、森を切り開いて畑を作ることであった。文明社会は、「森」22 
が未開社会の人々の豊かな生活の場であることを承知しつつ、それを破壊し尽くして、窮23 
地に追い込んでしまう。それによって、文明社会は原住民に農業を基盤とする文明生活を24 
教え、自分たちの世界の底辺に原住民を据えるのである。 25 
 中世でも同じことが行われた。ケルトの伝統世界の住民から見れば、森は自分たちの住26 
処である。森を奪われては、森を奪った支配者の従僕になるほか生きていく道がない。そ27 
れが中世ヨーロッパの「文明開化」である。 28 
 29 
中世ヨーロッパの時期的広がりは、おおざっぱに言えば、中世は起源 400 年に始まり 140030 

年に終わる。西ヨーロッパでは、いったん民族移動の嵐などで文化が途絶えたあと、再び31 
古代末期の状態に回復するのに数百年を要し、結局、紀元 1000 年頃までかかっている。 32 
 ヨーロッパの中世哲学を理解する上で、イスラム哲学を避けては通れない。キリスト教33 
とイスラム教は兄弟の宗教であるので、哲学的問題に共通の主題が多い。イスラム哲学は34 
ヨーロッパの中世哲学より 100 年ほど早く進んでいた。つまり共通の課題に関しては、イ35 
スラム哲学で議論されたことが、100 年後に、ほとんど同じようにヨーロッパで別の人間に36 
よって繰り返されたのである。1200 年代のヨーロッパの論争でイスラム哲学の論争の繰り37 
返しにならなかった哲学の主題は、キリスト教独自の教義である聖三位一体や天使の堕落38 
やキリストの復活などにかかわる議論のみだといっていいくらいである。 39 
 イスラム哲学は 1200 年を過ぎて、アヴェロエス（1126－1198）を 後にして終息に向40 



4 
 

かい、ヨーロッパの中世哲学は 1300 年を過ぎて、オッカム哲学が現れ、1350 年には終息1 
に向かう。その後は神秘主義を含む哲学が主流になる。中世哲学の終わりはルネサンスと2 
みるのが妥当であろう。 3 
 4 
・中世哲学が否定されたわけ 5 
中世哲学が嫌われた理由は、それが極端に過去の権威に頼ったからである。新しい科学6 

技術によって新生しようとしていたヨーロッパにとって､それは煩わしいものであった。し7 
かも、近代哲学が尊重する実験科学の精神が、中世の論理学ないし弁論術よりも、デモク8 
リトスなどの古代自然哲学に親近なものを見つけたのである。さらに新時代は、中世を支9 
配した教会の権威とぶつかることが多かった。近代の哲学者はみな、教会をあえて刺激し10 
ないようにしながら、理性が自由にふるまえる場所づくりに専念せざるをえなかった。そ11 
のためにも、キリスト教会との親和性を求める中世哲学はそもそもなかったことにしたか12 
った。ベーコンもデカルトも、自分たちは中世哲学の成果をよく学んでいたのもかかわら13 
ず、「新しい道」を強調してそれからの脱却を喧伝したため、後の人たちは大手を振って中14 
世哲学を無視する流れがヨーロッパに生まれたのである。 15 
 中世哲学が拾い上げられ、研究されるようになったのは、ようやく 20 世紀に入る頃から16 
である。中世哲学はまだまだ知られていないことが多いのが現状である。 17 
 18 
第 4 章 大学の誕生 19 
前 530 年頃 ピュタゴラスの学校（数学、宗教的な専門学院） 20 
前 380 年頃 プラトンのアカデメイア（幾何学、弁論術を教える総合学院） 21 
プラトンにとって哲学は宗教に通じる精神修行である。プラトンが生きた時代の宗教は、22 

儀式と説話によって成り立っていただけなので、都会で変化する人々の生活を指導する力23 
を失っていた。その意味でも哲学が宗教の役割を肩代わりする必要があった。  24 
とはいえ、哲学はギリシャの一般大衆に対して宗教の肩代わりをすることはできなかった。25 
哲学は論争を本質としており、簡単に誰でも参加できる儀式というものを持たない。一部26 
の若者を熱狂させるだけである。そのため宗教のような広がりを持つことはない。しかし27 
プラトン以来、少なくとも古代ギリシャやその影響下にある地域では、哲学は倫理的教え28 
の側面で、宗教の代わりを果たすようになった。 29 
 中世になって、哲学は一時キリスト教の偉大さの前で縮こまるほかなかった。キリスト30 
教は人間の生き方をしっかり指導するからである。とはいえ、哲学に興味を持ち多くのこ31 
とを知ったものが、キリスト教の信仰に向かうとき、哲学がうち捨てられることはなかっ32 
た。哲学は哲学で、長い伝統の末に十分な権威をもっていたからである。 33 
 34 
 中世ヨーロッパで知識を担ったのはキリスト教修道士であった。修道院には図書館（書35 
庫）もつくられ、いわば知の砦となった。ヨーロッパでは、アカデメイアの伝統は修道院36 
に受け継がれたといえる。早くからアイルランドやブリテン島につくられ（異端派撲滅の37 
ため）、中世後期には大陸内にもつくられるようになった。 38 
 39 
 10 世紀以後、大陸内が安定し、農耕地が開拓され、しだいに経済が潤うようになると、40 
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比較的豊かな出自の若者が新しい刺激を求めて古くからのイタリアの都市など経済的に豊1 
かな都市に集まるようになった。こうした若者のうち、知識を持ったものが教会施設の外2 
で講義を行うようになった。これが世俗の「大学」を成立させていく。その動きが 11 世紀3 
のうちに生じていた。パリ大学の組合は 1200 年に正式に認可された。イタリアの都市など4 
では、さらに 100 年ほど早く大学組織が生まれていたとみられている。この頃ヨーロッパ5 
に生まれた大学の創立の契機は宗教ではなかったし、王宮の研究室のような国王による官6 
立組織でもなかった。授業料は学生がそれぞれの教授に支払った（いわば、プラトンが嫌7 
った「ソフィストによる大学」だった）。 8 
 パリ大学をはじめ、1100 年から 1200 年前後のヨーロッパ各都市における大学の発生は、9 
じつは大きな歴史的転換を表している。古代から続くヨーロッパの知的伝統のなかに、そ10 
れまでのように宗教的でもなく、国王の権力による公的なものでもなく、利益と名声がか11 
らんだ世俗的教育機関が組織的・恒久的に誕生した、という歴史的出来事なのである。 12 
 ところで、ヨーロッパでは説得力を競う論争が文化の中心である。それを担うのが哲学13 
であった。簡略にいえば、ヨーロッパ文化は論争が中心の哲学主義であり、一方、日本文14 
化は、優美な表現や興味深い表現に至高の価値を見いだす文学主義なのである。この両者15 
の違いは踏まえておいた方がいい。 16 
 17 
第 5 章 古代からの継承と普遍論争（アウグスティヌス、ボエティウス） 18 
・アウグスティヌス（354－430） 19 
彼は『神の国』のなかで、自分の身体的生命の砦となってくれる国家の城壁を失う（＊ロ20 
ーマの陥落＊）なかで、恐れと不安を抱きつつ神を信じる砦となる自己の存在を確信する21 
哲学を展開したのである。 22 
 『告白』のなかで、有名な時間論が語られる。永遠の神と時間的世界の関係を見いだす23 
ために、彼は意識のなかにある時間を探る。 24 
 アウグスティヌスは、過去は想起の対象であり未来は期待の対象である､と主張する。と25 
ころで、過去の何かを想起するのは現在の自己であり、何かを未来に期待するのも現在の26 
自己である。それゆえ過去も未来もじつは存在しない。現在のみがある。しかも確実なの27 
は自己の存在のみである。したがって、確実な自己の存在を通して、アウグスティヌスは28 
神を見いだす試みをする。（＊現在のわれわれにはなかなか理解しづらい内容である。神を29 
見いだすとか、神の存在を証明するとか、なぜそんなことをしようとするのか、追々分か30 
ってくるでしょう。著者は、次のようにも言っている。彼は信仰のみを頼りに生きてきた31 
信念の人に見えるけれども、じつのところ、信仰のほかに何も頼りにできないことに、彼32 
は不安を抱いていたのではないかと思われる、と。＊） 33 
 34 
・ボエティウス（480－524） 35 
彼が生まれたときには、すでに西ローマ帝国は滅んでいた。イタリアは東ゴート族の支36 

配するところとなり、彼は宮廷に仕え大臣まで務めたが、 後には王に疑られて処刑され37 
る。彼は、アリストテレスの範疇論と命題論をギリシャ語からラテン語に翻訳し、注釈を38 
つけた。アリストテレスの形而上学やプラトンの作品には手をつけるにはいたらなかった。 39 
 ヨーロッパには、後に 12 世紀後半から 13 世紀前半にかけて、アラブを経由したアリス40 
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トテレスの全体が伝えられる。そのとき、アリストテレスを吸収する作業は短期間のうち1 
に急激に進んだ。ヨーロッパの 13 世紀は、ヨーロッパが哲学文明の世界であることを、新2 
に示す時代となる。そのときアリストテレスはキリスト教会にとって脅威ともなったが、3 
収集しがたい混乱に陥るまでには至らなかった。ヨーロッパは、ボエティウスの仕事のお4 
かげで、アリストテレスの全体が伝えられる前に、キリスト教哲学の も重要な基盤を整5 
える仕事を済ませておくことができたからである。 6 
 7 
＊中世的命題論が苦手な現代人のための初歩講座＊ 8 
論理学は、複数の命題（文）によって推論を構成していく研究である。命題は主語と述9 

語によって構成される。「人間は動物である」は正しい命題である。主語の概念を述語の概10 
念が包摂する関係にあるからである。逆に、「動物は人間である」とはいえない。「人間は11 
理性的動物である」も「理性的動物は人間である」も、ともに正しい。「人間」と「理性的12 
動物」は、同じ広さの概念（外延が同じ）であるからである。 13 
 同じことがキリスト教の神のペルソナ（位格､神がもつ人格性）についてもいえる。「父14 
は神である」も、「子は神である」も正しいが、両方とも神であるからといって、「父は子15 
である」とはいえない。また、確かに神も唯一であり、父も唯一であって、その意味では16 
外延が同一になるが、だからといって、単純に「神は父である」は、正しくない。なぜな17 
ら、父だけでなく、子も、精霊も、神だからである。 18 
＊こんなつまらない論争（！）を延々とやったのでしょう。直感的に考えても難しい三位19 
一体論は、哲学的に考えても、やはり難しいのでしょう。＊ 20 
 21 
・普遍論争 22 
 「ことば」の使用に関する論理学の興隆は、「普遍論争」という形で 11 世紀の後半から、23 
ヨーロッパに起きた。この論争が、アリストテレスの全体が伝えられる前に、ヨーロッパ24 
にアリストテレスの全体を受け入れる十分な準備をさせた。 25 
 しかし、それはアリストテレスの受け入れで役目を終えたのではなく、14 世紀初めまで26 
中世哲学を彩ることになった。つまり実質的に中世哲学は、一方で、キリスト教という宗27 
教とギリシャ哲学の共生の時代であると同時に、他方で「普遍論争の時代」なのである。 28 
 さて、「ことば」は何らかの意味を持っている。「花」と言えば、わたしたちはその意味29 
を心に思うことができる。しかし、この意味が指し示しているものは、いったいどこにあ30 
るのか。目に見える個物のなかにあるのか、それともその外にあるのか。 31 
 例えば、「人間」ということばがある。このことばが指し示しているもの、つまり人間自32 
体は、ソクラテスやプラトンのなかにあるのか、それとも外にあるのか。 33 
 もしも人間がソクラテスの外にあるとすれば、どうして「ソクラテスは人間である」と34 
いえるのか。外にあるなら人間とソクラテスはそれぞれ別々の異なるものでなければなら35 
ないことになる。つまり「『ソクラテス』は､『人間』ではない」といわねばならない。 36 
 反対に内にあるとすれば、「人間」は、ソクラテスやプラトンの部分なのだろうか。なら37 
ばソクラテスやプラトンのなかには､「人間」の部分以外に、「人間でない」部分があるこ38 
とになる。つまりソクラテスは「人間」と「非人間」の合成物である、といわなければな39 
らない。「ソクラテスは人間である」と述べるのは間違いであって、「ソクラテスのある部40 
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分が人間である」と言わなければならない。では、「ソクラテスの理性は人間である」とし1 
て、「ソクラテスの顔は人間ではない」ということだろうか。これもおかしい。 2 
 では、ソクラテスにしてもプラトンにしても、おのおのその全体が人間である、と考え3 
てみよう。そうだとすると、両者の「違い」の部分は、人間ではない、ということでなけ4 
ればならない。なぜなら、人間である限り「同じ」であるからである。しかし明らかに、5 
ソクラテスの顔とプラトンに顔は違う。では、顔の違いは「人間の」違いではないのだろ6 
うか。まさかソクラテスの顔はロバの顔で、プラトンの顔はキリンの顔だ、ということは7 
ないだろう。したがって、「人間」は、ソクラテスやプラトンの全体ではない、という結論8 
になる。 9 
 では、「人間」はソクラテスやプラトンの部分なのだろうか。しかしこの場合でも、「違10 
い」は「人間」である部分とは違う部分になければならない。したがって、ソクラテスと11 
プラトンの違いは、人間の違いではなく、ロバとキリンの違いということになる。こうし12 
て「人間」をソクラテスやプラトンの部分としてみることもできない。人間に理性を加え13 
てみても同じことである。 14 
 このように見てくると、例えば、「人間」という「普遍」を選んでみても、ことばが意味15 
するものは、心の外に広がる存在の地平でどのようにあるか、まったく分からなくなる。 16 
 論争の主導者であるアベラールが出した結論は、何らかの普遍を意味する「ことば」は、17 
存在とはかかわらない、つまり「普遍者を示すことばは存在にコミットしない」というも18 
のであった。 19 
 彼はその証拠として、「ここにバラはない」というとき、このことばは、一切バラがない20 
状態を指していながら､にもかかわらず、意味のあるものになっていることをあげる。つま21 
り「ことば」としては有意味で、その対象は無である。したがって、「ことば」は本質的に22 
存在にコミットしない。これが唯名論の基本的スタンスである。「ことば」を、あくまでも23 
ことばの世界にとどめて、存在にコミットさせないのが<唯名論>である。 24 
＊現代風に、集合や類の概念を持ち出せば解決されそうであるが？＊ 25 
 しかしながら、このような唯名論の立場に立つならば、いかなる命題であれ、その真偽26 
はその存在において決定されるのではなく、あくまで論理の内側で決定されるのでなけれ27 
ばならない。だとすれば、「神の存在」という「ことば」も、真に存在にコメットできない、28 
ということでなければならない。けれども、そうだとすれば、神の存在を信じることで成29 
り立つキリスト教信仰は、どうなるのか。神の存在を語ることは「ことば遊び」にすぎな30 
いことにならないだろうか。これは大問題である。 31 
 このように考えれば、著名な神学者たちが、<実在論>の側に立って、<唯名論>に反対し32 
た理由は明らかである。「ことば」が存在にコミットできないのであれば、神の存在につい33 
て論じる神学は、決して成り立たない。 34 
では実在論は、唯名論から繰り出される難問に対してどのように対処するのか。じつは、35 

これは中世哲学者によってまだ研究されていない問題である。以下は著者の私見である36 
（！）。 37 
実在論者の答えは、「ことば」が存在にコミットできるという保証をしているのは、まさ38 
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しく「神」にほかならない､というものである。すなわち、「ことばは神である」2。これを1 
信じるのがキリスト教徒である。この世界の存在も私の存在も、その「神」が作ったので2 
あるから、「ことば」は存在にコミットできるし、そうでなければならない。それゆえ、実3 
在論者によれば、あなたが信仰を持つなら、ことばの真偽は存在において規定される、と4 
考えなければならない。逆に言えば、唯名論者は不信仰の輩である。 5 
＊論争がかみ合ってないけど？かみ合うはずがない＊ 6 
＊唯名論の方がわかりにくいので、補足する。＊ 7 
 信仰において特別に「存在にコミットする」としても、そのコミットする力は、むしろ8 
信仰によって神から与えられる恩寵なのである。人間理性はもともと脆弱であって、神の9 
存在にコミットする力などない。この理性の限界の受け入れこそ本当の信仰である。 10 
 つまり信仰とは、人間理性の傲慢を戒めて、謙虚に「人間の使用することば」は、目に11 
見えない神の「存在にコミットできない」ことを認めることだ、というのが唯名論の立場12 
である。だから唯名論者にとっては、実在論者の批判は的を射ていないことになる。 13 
 14 
第Ⅱ部 中世哲学の誕生と発展 15 
第 6 章 キリスト教神学の誕生（カンタベリーのアンセルムス 1） 16 
・スコラ哲学の父：カンタベリーのアンセルムス（1033/4－1109） 17 
 哲学の流行（具体的には、普遍論争の流行）は、キリスト教会がそれまでもっていた教18 
育機関としての優位性を脅かした。有為の士を惹きつけて教育することが、教会の学校か19 
ら世俗の大学へと移っていく変化が起きていたからである。この危機に対して、教会側の20 
当初の反応は、哲学批判があるのみだったが、その行き詰まりはすぐに明らかになる。別21 
の対処法を実行したのは、カンタベリーのアンセルムスである。彼がしたことを一言で言22 
えば、信仰をひとまず教会の権威や神の権威から切り離して、哲学の批判の前に立たせ、23 
それによって信仰がもつ合理性を明らかにすることで、信仰を学問的知識にかえていく、24 
という試みである。 25 
 いうまでもなく、これは教会にとって危険で大胆な試みであるが、このことが多くの有26 
為の若者を惹きつけたのである。アンセルムスがまずやったのは「神の存在証明」である。27 
なぜなら、キリスト教にとって、神が存在するという信仰が、信仰の始まりだからである。28 
神の存在を信じるという信仰の端緒を学問的知識に変えられるなら、それ以外の信仰内容29 
についても学問化することが夢でなくなる。（その中身は後述） 30 
 それゆえカンタベリーのアンセルムス（聖アンセルムス）は、疑いようもなく、西ヨー31 
ロッパ世界に「神学」を生み出した大人物である。 32 
 一般に中世哲学の大御所といえば、聖トマス・アクィナスと相場が決まっている。彼こ33 
そカトリック教会が第一人者と認める神学者だからである。 34 
 トマスはアンセルムスの神の存在証明を批判しているが、そのことは、トマスが、アン35 
セルムスが始めた神学の試みまでも否定していることを意味しない。事実トマスも神の存36 
在証明を彼の神学の初めにおき、しかも神の存在証明を通して神の理解が始まることを明37 

                                                   
2 『ヨハネによる福音書』の出だし：初めにことばがあった。ことばは神とともにあった。

ことばは神であった。 
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確に論じている。したがって、トマスは、神学者としては、端的にアンセルムスの弟子な1 
のである。 2 
 アンセルムスの時代には、まだアリストテレスの『形而上学』などは紹介されていなか3 
った（それがアラブ経由で入ってくるのは、12 世紀末から 13 世紀にかけてである）から、4 
アリストテレスから実在論の形而上学を受け取って神学を形成することはできなかった。5 
したがってアンセルムスは、世界の秩序を考える神学者としては、アウグスティヌスとプ6 
ラトンにもっぱら頼っている。アンセルムスはアリストテレスの哲学を知らなかった結果、7 
彼が神学の課題として見いだしたものは､13 世紀の神学者のものと比べると、きわめて少な8 
い（トマス・アクィナスの『神学大全』に取り上げられている論題は 500 を超えている）。 9 
 当時力を増しつつあった世俗大学でキリスト教が教えられるとすれば、キリスト教は学10 
問として教えられなければならない。大学は学問を教えるところであって、信仰を教える11 
ところではないからである。 12 
 ところが学問となるためには、キリスト教の教義が哲学的吟味に耐えられなければなら13 
ない。つまり信仰は哲学的吟味を経て「神学」となることによって、大学で教えられる必14 
要があった。そのためアンセルムスは、聖書の権威をひとまず「括弧に入れる」。つまりキ15 
リスト者にとっては聖書は疑いようのない真理であるが、それに訴えて課題の解決とはし16 
ない立場をとった。 17 
 信仰を括弧に入れれば、信仰内容についての権威がいったん失われるのだから、これは18 
唯名論に近づくことである。なぜなら「信仰を括弧に入れる」とは、信仰の権威をいった19 
ん外すことであり、たとえ対象が神の存在であっても疑問を持たずに信ずることをやめて、20 
なぜ神が存在するといえるのか、自分の掌において吟味検討することだからである。 21 
 アンセルムスの第一の課題は、「信仰と理性の関係」である。 22 
 わたしたち一般の日本人が考えがちな信仰と理性の関係と、アンセルムスが言う信仰と23 
理性の関係は、同じではない。  24 
 わたしたち日本人は普通、宗教心とか神の存在を、人間的な思考の限界を感じるときに25 
思い浮かべる。広大で想像を絶した宇宙の広がりや生命の不思議さ、あるいは人生のうち26 
で思いがけない幸運に出会うに至って、はじめて「神」を思い浮かべる。つまり、どれほ27 
ど深く考えてもとうてい理解しがたい限界を感じるときにこそ、わたしたちは神に出会う28 
（と思いがちである）。言い換えれば、理性の働きが先にあって、それによって理性が限界29 
に気づくとき、理性の限界を超えた神に対する信仰が芽生える。 30 
 ところが、アンセルムスが明らかにするキリスト教信仰は、これとはまったく逆なので31 
ある。まず先に信じることが要求される。それが理性を超えたものであることも、あらか32 
じめ告げられている。 33 
 つまり人の方が神を求めてその先に神を発見するのではなく、神のことばの方がこちら34 
に近づき、人に信仰を求める。「あなたは神の存在を信じますか」と、いきなり聞かれるの35 
である。 36 
 したがって、人間理性の働きは、信じてから後の話になる。それは信仰に必要なもので37 
はなく、付け足しであり、神の側から求められているものではない。人間理性の働きは、38 
あくまでも人間理性の側からの要求として、人間が求めているだけなのだ。 39 
 アンセルムスが明示している「信じることが先」という性格は、キリスト教信仰やユダ40 
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ヤ教に特有の性格だと考えなければならない。 1 
 さて、アンセルムスが示した「理解を求める信仰」は、キリスト教信仰が哲学的吟味を2 
受け入れることであるが、聖書を括弧に入れたことできわめて矛盾めいたものを含んでい3 
る。なぜなら、アンセルムスは「まず信仰」という立場を明確にすることで、キリスト教4 
信仰の基本路線を守っているからである。 5 
 6 
第 7 章 神の存在（カンタベリーのアンセルムス２） 7 
 中世ヨーロッパは国家権力が脆弱で、秩序の形成が教会権力によって補われる必要のあ8 
る時代であった。プラトンの時代には、秩序は「国家」によって担われるものであり、し9 
たがって秩序は「国家の正義とは何か」という類の命題で語り尽くせるものであった。プ10 
ラトンの著作『国家』が書かれた理由もそこにある。しかし中世ヨーロッパでは教会が権11 
力者となったため、教会の精神的支柱となったものの正義が問題となった。つまり国家で12 
はなく、あらためて「神の正義とは何か」を示す必要があった。 13 
 アンセルムスの 初の仕事も、当時のキリスト教社会の正義を追認するために、正義の14 
根拠となる神の存在を確認する作業であった。そこでは、キリスト教社会が前提にしてい15 
る正義の意味が開陳される。したがって神の存在証明は、なんなる神の存在証明ではなく、16 
同時に、社会が前提にしている正義の吟味でもある。 17 
 18 
・『プロスロギオン』の神の存在証明 19 
 証明の 初に、アンセルムスは、神とは「それより偉大なものが考えられないもの」と20 
定義する。ここでは、神を「三つで一つの神」という､キリスト教独自の神の規定で定義し21 
ていない。キリスト教の神と、イスラム教の神とも区別していない。 22 
 つぎにアンセルムスは、愚か者でも「それより偉大なものが考えられないもの」という23 
ことばを聞いて、それを理解するという（哲学論争の形式をとるため、論争相手として愚24 
か者を登場させる）。理解していなければ「それは存在しない」とはいわないはずだからで25 
ある。つまり「それ」と指示される主語に当たるものが心の内になければ、「それは云々」26 
ということはできない。そして心の内にあるのなら、理解のうちにある。つまり彼がそれ27 
を理解しているのなら、それは「理解のうちにある」と結論できる。当然のことながらア28 
ンセルムスは、「それ（理解のうちにあること）は、存在することを理解すること」ではな29 
い、と注意している。「ものが理解のうちにあること」と「ものが存在していることを理解30 
すること」とは別のことだからである。 31 
 理解の内と外の両方で存在するものの方が、理解のうちだけで存在するものよりも大き32 
い（偉大である）。だとすれば、「より大きいものが考えられないもの」は、理解のうちに33 
のみあるのではなく､理解のうちにあると同時に実際に存在していると考えなければなら34 
ない。なぜならその方が「大きい」と考えなければならないからである。そして実際に存35 
在していると考えなければならないものは、実際に存在していると理解しなければならな36 
い。それゆえ「存在している」と言わなければならない。 37 
＊屁理屈も極まれり。これが哲学か＊ 38 
 39 
第 8 章 天使の堕落（カンタベリーのアンセルムス３） 40 
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＊天使の堕落問題は大変分かりづらい。天使とか、悪魔とか、非キリスト者にとっても分1 
かりづらいものを導入した結果、神学のなかにそれらを合理的に（矛盾なく）位置づける2 
ことが難しくなっている、というのが基本だろう。＊ 3 
 キリスト教哲学の世界では、理性を持つ被造物は人間と天使だけである。堕落を経験し4 
た天使は悪魔となり、人間の始祖とされるアダムは妻エバとともにヘビの誘惑に乗せられ5 
て堕落を経験した。そしてアダムの子孫であるわたしたちは、子孫であるがゆえに、その6 
血を引き継ぎ、生まれながらの罪、すなわち原罪をもつと言われる。 7 
 この原罪とは、神よりも自分を愛してしまう「心のありよう」である。つまり神より「自8 
分が大事」という欲望である。キリスト教によれば、わたしたちにはこの欲望が身につい9 
てしまっているのである。 10 
 ここで著者は彼独自の考えを披露する。 11 
 理性を持つものがなにゆえに神に対して傲慢の罪を犯すのか、その理由について、私（著12 
者）はつぎのように考える。簡単に言えば、わたしたちの理性のはたらきには不足がある13 
からである。その不足とは、自分が持つ力について知るはたらきである。もし理性が自分14 
のもつ力の限界を確実に把握できるなら、持つはずのない力を持っていると考えることは、15 
決してない。しかし人はしばしば自分が持つはずのない力を持っていると思ってしまう。16 
そして神に等しい力があると思ってしまう。これが神に対する傲慢の罪である。 17 
 したがって理性が傲慢の罪を犯す原因は、理性に自分を認識する能力が欠けていること18 
である。 19 
 天使の堕落問題は、本質的にはこれと同種の問題である。 20 
＊著者のこの主張は脇に置いて、先に進もう＊ 21 
 では、なぜ神は自分を知る能力を人間に与えなかったのか。キリスト教のなかでは多く22 
の場合、人間が傲慢の罪を犯しやすい状態におかれているのは、神が人間を試していると23 
説明される。しかしなぜ試す必要があるというのか。神が人間を作ったのだし、神はすべ24 
てを見通すと言われているのだから、今更試すとはどういうことか。 25 
 ＊万能の神がなぜ不完全な人間を創り出したのか、という問いと同根の問題として後々26 
まで尾を引く問題である。＊ 27 
 ところで、中世の哲学者たちも、聖書のことばに基づき、傲慢が罪のなかの罪である、28 
という一致した考えから出発している。アンセルムスも『悪魔の堕落について』のなかで、29 
「悪魔は、自分だけの意志をあえて持とうとして、神と同等であることを望んだだけでな30 
く、･･･神以上であろうとした」と述べている。天使の堕落、すなわち悪魔の堕落の原因が31 
傲慢にあることを明らかにしているのである。 32 
 アンセルムスは、天使がそのようなことになる理由を、つぎのように説明している。 33 
 神は理性的な被造物に対しては、有益なものを望む意欲と、正義を守る意志という二つ34 
の意志を与えている。正義を守ることについては、それを捨てることもできるように選択35 
権を与えた。ところで有益なものは、有益であればあるほどそれを得ることによる幸福は36 
大きなものになるので、当然、より大きな有益を理性的被造物の意志は望む。しかし正義37 
が守られなければ、その幸福も正しいものではあり得ない。したがって正義を守り通した38 
ものは天使にとどまったが、より大きな有益を望むことによって正義を捨ててしまったも39 
の（神と同等であろうとしたもの）は堕落してしまい、正義を自力では取り戻せない状態40 
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となった。 1 
 しかし、なぜ天使が正義を捨て、有益さを限界なしにどこまでも求めてしまったのか、2 
アンセルムスはその理由を説明していない。 3 
 4 
 アンセルムスが神を「それより大いなるものが考えられないもの」と定義したとき、言5 
われているのは（巨大な宇宙に広がる）霊的な神である。アンセルムスが天使を考えると6 
き、彼が物質性から切り離された純粋精神を考えたとは言い切れない。やはり何らかの身7 
体性に宿る天使の霊を考えたはずであり、逆に言えば、身体性なしの霊を考えたはずがな8 
い。 9 
 だとすれば、アンセルムスが天使の堕落を論じるとき、身体性から生じる「有益」の性10 
向、すなわち、有益ないし快適さへ傾く意志の性向を原因としてあげるのも理解できる。11 
なぜなら、天使は身体性を持たないのではなく、むしろそれをもつ霊的存在だからである。 12 
 というわけで、思考がギリシャ的であったトマス・アクィナスにおいては天使は純粋精13 
神であるが3、アンセルムスやそれを引き継いだ人たちにおいては、天使は純粋精神ではな14 
い。天使も身体性をもっていると考えているのである。 15 
 キリストであるイエスも人間の身体をもった。イエス・キリストにおいて、人間の身体16 
と神の霊であるキリストは無分別に一つであったと考えるのがキリスト教である。 17 
 それゆえ、アンセルムスのように天使も純粋精神と考えない方が、キリスト教の精神と18 
してはむしろ伝統的であり正統的である。天使には天使の身体があり、天使の精神はその19 
身体に宿る精神である。だから、がっしりした翼を背中にもつ天使の姿は、決して天使の20 
仮の姿ではない。 21 
＊この考えは、著者の推測と思われる。出典根拠を示していないから。＊ 22 
 後に著者は、アンセルムスは「自分を知る力不足」という視点を持たないために、堕23 
落の原因として、人間は堕落の可能性をもつ「自由」を神から与えられていたと語ること24 
しかできない、このため、アンセルムス以後の哲学の歴史においても、上記視点の欠落は25 
補われず、哲学者たちのあいだで「自由」についての詮索が続いた、という。 26 
 27 
第 9 章 イスラム哲学（アヴィセンナ、ガザーリー、アヴェロエス） 28 
・いくつかの前提知識 29 
 イスラム教はキリスト教の教義の多くを前提にしている。キリスト教の教義のなかでイ30 
スラム教が受け取らないのは、三位一体論（父なる神のほかにイエスを神と考えること、31 
精霊が教会を通じて地上の信者に送られていると考えること）と、キリスト教の儀式を基32 
礎づける秘蹟論（洗礼の効果の永続性、司祭によって聖化されたパンと葡萄酒をキリスト33 
の体と血と見なすこと、など）である。 34 
しかし、ほかの教義はそっくりそのままである。神は唯一であること、聖書にあるよう35 

に神が世界を創造したこと、天使がいること、悪魔がいること、人間は死んで墓に入って36 
も、審判の日に呼び出されて､神の審判を受けて地獄か天国へ行くことになること、などで37 

                                                   
3 古代ギリシャでは、身体と精神は分離すると考えられていた。プラトンの輪廻思想がその

例 
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ある。イスラム教は目立った禁止事項（タブー）をもつが、それ以外は自由奔放である。 1 
 「コーラン」は、すでにキリスト教の福音書やユダヤ教聖書に述べられていることを繰2 
り返さない。聖書のなかで信者が心にとめておくべき事柄のみを短い文句で書いている備3 
忘録のようなもので、それゆえ詩文となっている。 4 
 急激にイスラム化したアラブ世界にとって、 初の 1 世紀は国の法律を整える作業が優5 
先課題であった。その後の 9 世紀以降 12 世紀まで、ヨーロッパがいまだ遅々とした成長を6 
重ねていた間、イスラムは大量にギリシャ哲学と科学を吸収した。そして諸見解を付けた7 
うえで、12 世紀の末、ヨーロッパがそろそろ大きく発展しようとする絶妙のタイミングで、8 
それをすべてヨーロッパに渡してくれたのである。それによってヨーロッパの 13 世紀は、9 
哲学文化において大興隆期を迎えることができたのである。 10 
 イスラム教はキリスト教やユダヤ教から思いがけない攻撃を受けた際、イスラムの教義11 
をユダヤ教徒やキリスト教徒の攻撃から守る必要が生じた。このとき役だったのがギリシ12 
ャ哲学であった。 13 
 ただ、イスラムでは、学問のなかでもっとも尊重されるのはイスラム法学であり、つぎ14 
に尊重される学問が、哲学をイスラム教信仰に適用したイスラム神学であり、その下にギ15 
リシャ哲学や科学が置かれている。 16 
 17 
・アヴィセンナ（ラテン名、980-1037） 18 
＊アヴィセンナの哲学は理解しづらい。彼のアリストテレス理解が多分に神秘的な新プ19 

ラトン主義4の影響を受けているからと思われる。内容紹介はほとんど省略する。＊ 20 
 アヴィセンナによれば、普遍的本質には 3 段階あるという。まず、第一段階にある本質21 
は、神によって存在をもたらされる前の段階である。第二の段階としては、神がその本質22 
を存在にもたらす段階である。これが存在するようになったとき、普遍的本質は事物のう23 
ちに現実に存在するようになる。第三段階においては、知性による認識能力を持つ被造物24 
が関係する段階である。すなわち、知性は感覚からの抽象を通じてこれを受け取る。する25 
と、知性のうちで本質ははじめて固有の意味の｢普遍｣（多数の個物に合致する概念）とし26 
て受け取られる。こうして、例えば｢人間｣ということばは、｢ソクラテス｣にも、｢プラトン｣27 
にも、共通に述語できることになる。 28 
 29 
・ガザーリー（1058-1111）とアヴェロエス（1126-1198） 30 
 ガザーリーのしたことは、信仰を哲学から守るために哲学の不十分さ（人間理性の限界）31 
を明らかにする作業であった。かれは哲学を批判するに当たって、当の哲学（おもにアヴ32 
ィセンナ哲学）を説明する。この説明が正鵠を得た簡潔なものであったことが、ヨーロッ33 
パ中世の哲学者の労苦を半減させた。ガザーリーの説明によって、アヴィセンナのアリス34 
トテレスをはじめとして、哲学者の見解がほぼ正確に、混乱もなく、ラテン語を通じてヨ35 
ーロッパに届くようになった。 36 
                                                   
4新プラトン主義の哲学とは、いまではその著作が失われているアンモニオスという哲学者

が企てたプラトンとアリストテレスの総合であり､簡略化して言えば、自己の魂の由来を存

在界における 高の｢一者｣に求め、その一者に融合する希求をもっている哲学であり、神

を求める宗教心に合致する性格を濃厚にもつ哲学。P239 
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 アヴェロエスは、ヨーロッパにはアリストテレスの著作の「大註釈家」として知られる。1 
すなわち、彼はアリストテレスの形而上学についての詳しい註釈を書いた。ヨーロッパの2 
哲学者たちが難解なアリストテレスを読むための偉大な道案内をしたのである。 3 
 ヨーロッパで彼の説を受け継いだのは、ラテン・アヴェロイスト（極端なアリストテレ4 
ス主義者）と呼ばれる哲学者たちであった。かれらはおもにパリ大学の哲学部で活躍した。5 
他方、イスラム圏には、アヴェロエスの説を受け継ぐものは現れなかった。彼の死後、ま6 
もなくイベリア半島はキリスト教徒の支配下に入った（彼はコルドバ生まれ）。 7 
 8 
第 10 章 西ヨーロッパの文明開化とアリストテレスの時代（トマス・アクィナスの「エッ9 
セ」） 10 
 西ヨーロッパは、11 世紀に入って、社会的にも知的水準においても大きく変貌しようと11 
していた。知的水準においては、11 世紀の末から 12 世紀にかけて学生と教授の間に組合組12 
織を作ることによって、各地で世俗の学校（大学）が作られるようになった。 13 
 守勢に立たされたのは、それまで西ヨーロッパを指導してきたキリスト教会であり、そ14 
の修道院であった。教会所属の学校や修道院の付属学校は、それまで西ヨーロッパで唯一15 
の「知の場所」という特権を教授していたが、その特権が大学という新興の世俗学校に奪16 
われはじめていた。 17 
 キリスト教会や修道院は、若者の人気を失いはじめ、対抗上、信仰に「哲学」ないし「学18 
問」を取り入れる道を選んだ。つまり信仰内容を哲学的に（学問的に）説明する道である。19 
11 世紀後半から始まる「神学」形成の端緒を開いたのは、カンタベリーのアンセルムスで20 
あった。ついでに言えば、キリスト教神学は「スコラ哲学」と言われるが、「スコラ」とは、21 
ラテン語で「学校」の意味である。 22 
 世俗大学のなかで「神学」を取り入れたのは、13 世紀の初めにパリ大学が 初であり、23 
オックスフォード大学と、ケンブリッジ大学がそれに続いた。スコラ哲学は、キリスト教24 
信仰を守るために様々な場面でばらばらに論じられた「護教哲学」の段階から､さらに哲学25 
的吟味を形式的に強めたものといえる。それ以前の神学とは比較にならないくらいの学問26 
的権威を高め、それによって神学は世俗大学での秀でた学習過程となることができ、近代27 
まで続いたといえる。 28 
 神学の学問的権威を高めたのは、簡略に言えば、アベラールが取り上げたアリストテレ29 
ス論理学に基づく学問性（＊アリストテレスの一部が知られていた＊）であった。それか30 
ら 1 世紀とたたずに、アリストテレスの『自然学』と『形而上学』が、12 世紀末の西ヨー31 
ロッパになだれ込んできた。 32 
 その結果、13 世紀のパリ大学の場で、アンセルムス以来の信仰を背景とした哲学（神学）33 
と、アリストテレスの名を持つ信仰抜きの哲学（アヴィセンナやアヴェロエスの哲学）が34 
ぶつかり合った。それがパリ大学での神学部（＊いわば専門部＊）と哲学部（＊いわば教35 
養部＊）の対立となって、13 世紀半ばに現れた。 36 
 新しいアリストテレスの流入は、若者たちの心をとらえた。教会側の教授も、アリスト37 
テレスの哲学に単純に反対していることは不可能だった。 38 
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 そこで、大胆にアリストテレスの形而上学5を取り入れた神学を形成して､当時の若者（ア1 
リストテレスの考え方で育った人々）にも理解しやすい神学大系を作りだしたのが、トマ2 
ス・アクィナスである。 3 
 12 世紀に神学の形成を促したのは、アリストテレスの論理学に端を発した普遍論争であ4 
り、13 世紀に神学の組織的形成を促したのは、アリストテレスの自然学や形而上学であっ5 
た。すなわち中世に神学を形成し、発展させた原動力は、アウグスティヌスでもなければ、6 
カンタベリーのアンセルムスでも、トマス・アクィナスでもない。12 世紀から 14 世紀の初7 
めまで続いた中世哲学の時代は、じつは、「アリストテレスの時代」だったのである。 8 
 トマス・アクィナスという中世哲学の中心人物は、カトリック教会によって聖人とされ、9 
すでに多くの研究が進捗しているが、疑問の余地なく定説に達しているとはいえない。そ10 
こで、簡略に彼の神学の本質について､私（著者）の見解を紹介する。 11 
 12 
 西ヨーロッパにおいてキリスト教信仰が哲学から受けた運命は、アラブ世界でのイスラ13 
ム教信仰の場合とは違っていた。ヨーロッパ・キリスト教の区域においては、アリストテ14 
レス哲学のうちで、範疇論と命題論しかはじめに伝わらなかった。そのため、哲学はむし15 
ろ<唯名論>として出発した。キリスト教会は、信仰についても根源的な疑問を遠慮なく提16 
示する唯名論的な哲学の精神にまずは対抗せざるをえなかった。 17 
 それゆえこの場合、キリスト教信仰は<唯名論>から身を守るために、反対に位置する<18 
実在論>に向かうほかなかった。すなわち、キリスト教信仰が教える内容は、実在であるこ19 
とを証明する必要があった。なかでも神の存在こそが、信仰の大本であった。 20 
 もし西ヨーロッパがイスラム世界と同様に、はじめからアリストテレスの『自然学』や21 
『形而上学』を受け取っていたら、中世の歴史はどうなったか。疑いようもなく、まった22 
く別の様相になっていただろう。なぜなら、そのときにはアラブ世界の人たちと同様に、23 
アリストテレスのなかに世界の創造を認めない永遠的世界観や死後の復活を認めない心身24 
二元論に基づく霊魂論を見いだして、端的に拒絶したであろうからである。 25 
 偶然にも、論理学的部分のみが知られていたために、西ヨーロッパは、長く論理の精妙26 
化に力を注ぐことになった。そのおかげで、実際に 12 世紀末になってアリストテレスの全27 
体が入ってきたとき、アラブ世界とは違って、自分たちの論理的精妙さでアリストテレス28 
を変えていく、すなわち、様々な解釈を加えてアリストテレスから必要な事柄を摂取し､キ29 
リスト教にとって不似合いなものは無意味化（無害化）することが、いくらかはできたの30 
である。 31 
 11 世紀の半ばアンセルムスが直面した状況は、唯名論的手法によって引き起こされた信32 
仰の危機であった。アンセルムスは<実在論>を強力に弁護しつつ､敵方が用いる論理的手法33 
を用いて「神の存在証明」を作った。それから 150 年以上経て、トマスはその証明を否定34 
し、当時新風であったアリストテレスの『自然学』を土台として、｢運動による証明｣を提35 
示した。 36 
                                                   
5 形而上学とは実在する物事の存在を決定する根本的な原理を解明しようとする研究であ

る。例えば形而上学では精神や物質もしくは数や神のような抽象的な事柄が存在するか、

また人間という存在は複雑に組み立てられた物質的な体系として定義できるかどうか、な

どが基本的な問題として問われる研究領域である。（Wikipediaより） 
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 その証明とはこんなものである。 1 
 世界には運動がある。すなわち、動かされているものがある。ところで、動かされるも2 
のは、動かすものによって動かされている。つまり、動かすものが原因になって、動かさ3 
れているものが動いている。これがアリストテレスの運動理論の基本である。しかし、原4 
因である動かすものが、もしもまた何かに動かされているとすれば、それを動かすものが、5 
その原因としてあるはずである。こうした動かすものの系列をさかのぼっていくと、他を6 
動かすが、自分は他によって動かされることがないもの、つまり第一の動かすものに到達7 
せざるをえない。 8 
 <この第一のものが一般に神と呼ばれるものである>（トマス） 9 
 こう言って、トマスは神の存在を証明する。 10 
 彼の証明は、われわれ現代人にもわかりやすく、何の問題もないように見える。ところ11 
が、この証明には奇妙なところがある。証明のはじめに神の定義はなく、運動の事実から12 
運動の原因（始まり）の存在を明らかにして、その第一原因が｢神である｣と、あとから主13 
張しているからである。 14 
 （＊著者は以下のように理解している。＊）トマスの神の存在証明は、じつは、神は存15 
在する、という信仰を前提にしつつ、それを括弧に入れて、その存在を哲学的に証明する、16 
という神学の王道を採っている。ただし、神の定義がないなかで、｢第一に動かすもの｣が17 
神である保証はない。じっさいトマスも彼のテキストのなかで一般に神を｢存在（エッセ）18 
そのもの｣と述べて、｢神は第一動者である｣と定義していない。当時トマスのこの証明は、19 
みなを納得させるものではなかったらしい。 20 
 神については、｢在る｣と信じることが､その｢なんであるか（本質）の理解｣より先であり、21 
その先後関係はアンセルムス以来の神学の伝統によって正当化される、とトマスは考えて22 
いるのではないか。 23 
 それゆえトマスは、まず不十分ではあるが、運動の事実から神の存在にまず納得して、24 
それで満足するのではなく、さらに進んでより正確な神の理解に達する、という順序で神25 
学を展開してゆく見通しをもっている、と考えられるのである。 26 
 それゆえトマスの神の存在証明は、第一の運動による証明だけで成り立っていると考え27 
るべきではなく、じっさい『神学大全』においては、彼の第一の証明に引き続いて完全性28 
などの四つの証明を提示している（＊著者は具体的に示していない＊）。おそらく彼の五つ29 
の証明を併せて、全体として説得力のある神の存在証明になる、というのがトマスの真意30 
なのではないかと思われる。 31 
 トマス神学において、｢存在｣（エッセ）は特別なものである。そもそもトマスによれば、32 
神は｢エッセそのもの｣と言われる。強いて言えば、これがトマスにおける神の定義である。33 
このトマスの命題は、旧約聖書の『出エジプト記』のなかで、神がモーセに対して、｢私は34 
在りて在る者なり｣と答えたという事実に基づいているといわれる。つまり聖書の一句の哲35 
学的表現といわれる。トマスによれば､エッセは抽象存在であり、もっとも共通的なもので36 
あり、そうであるがゆえに｢一つ｣でしかあり得ない。（＊著者によるトマス解釈終わり＊） 37 
 38 
・天使の堕落問題と主知主義 39 
 中世哲学に固有なものとして、主知主義と主意主義の対立がある。その違いは、簡単に40 
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言えば、自由の根拠を知性の判断力に帰するか、意思の能力に帰するか、の違いである。1 
＊なぜ中世でこの問題が論じられたかは、キリスト教の教義に由来する。その経緯は複雑2 
なので、説明は省略する。＊ 3 
 トマスの主知主義は、自由決定が知性によって説明されるために、彼の死後程なくして4 
神学者の間で問題にされた。 5 
 トマスによれば､知性は必然的に真理にしたがう。ところで、意思のはたらきは知性によ6 
って規定される、とトマスは説明する。つまりその判断に従って意思の選択がある。しか7 
し、そうであるなら、意思の自由な決定を意味する｢自由意思｣は少しも自由ではない､とい8 
う矛盾したことにならないか。これが問題となった。  9 
 この問題は天使の堕落問題において明瞭になる。なぜなら、天使においては知識に問題10 
がなく、知識の理解にも問題はない。トマスによれば､天使の知性には生来的な知識が神に11 
よって与えられている。いうまでもなく、天使は人間とは比較にならない知的能力を持つ12 
うえに、身体性がない。したがって、身体的情動によって知性のはたらきが邪魔されるこ13 
ともない。ではなぜ、天使の一部であれ、天使は選択を誤り、堕落したのか。 14 
 天使の堕落によって悪魔が生じた理由は、神に背反する｢自由意思｣があったからだとし15 
かいいようがない。 16 
 じっさいトマスの説明には、可能性の説明はあっても、一方が善であり他方が悪である17 
ことの必然性の原因が、堕落が偶然に起こるときにどのようにかかわっているのか、その18 
説明はない。 19 
 アンセルムスにおいても、可能性の説明はしても、なぜその可能性が実現したか、とい20 
うことの必然性の証明がない。 21 
＊ここで著者は、再度その理論的限界を補足する。＊ 22 
 私の理解によれば、理性的被造物には｢自己知の不足｣が本質的にあって、それが原因と23 
なって悪を生じる。人間は自己の限界を知って、その知から意思決定が生じるならば、意24 
思は限界を知る決定しか必然的にしない。つまり節度が守られる。それゆえ、悪は起こら25 
ない。  26 
 反対に、自己を知るはたらきなしに、何らかの対象に対して意思決定を行う場合、その27 
対象がほかから規制が伴わない対象であるなら、必然的にその対象知のみによって意思決28 
定が行われる。そうであるならば、必然的に意思は「自己の限界」を超える決定を行う。 29 
 トマスに続く神学でも可能性の説明については、その後の発展があるが、新たな原因の30 
説明は、中世を通じてほとんど生じなかったのである。 31 
＊著者の見解でも、可能性にとどまる説明ではないだろうか。悪になるのはその一部であ32 
る、のがその証拠である。＊ 33 
 34 
第Ⅲ部 中世哲学の成熟と終焉 35 
第 11 章 変化のきざし（ヨハニス・オリヴィ） 36 
・ペトゥルス・ヨハニス・オリヴィ（1248-1298） 37 
 オリヴィは、現代でもその存在がよく知られていないらしい。 38 
 オリヴィの主張は教会によって譴責され、著書は死後すぐに禁書とされたため、その後39 
一部の守り手によって長く隠されていたような状態で、印刷本として公刊されはじめたの40 
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は近年であり、主要著作はいまだに手に入りにくい状況にある。 1 
 また、オリヴィの仕事がもっぱらフランシスコ会の学校（修道院の付属学校）で行われ、2 
世俗の学校で行われなかったことが、その後のスコラ哲学の発展がもっぱらフランシスコ3 
会を舞台にすることになったと考えられる。じっさい中世哲学の発展は、トマス以降、フ4 
ランシスコ会の神学者ドゥンス・ストコゥスからウィリアム･オッカムへと展開していく。5 
トマス以降に中世哲学の歴史を本質的に発展させた神学者はドミニコ会からは出ていない。             6 
 オリヴィは中世哲学に転機をもたらす存在といえるが、その特徴は経済思想に端的に表7 
れている。 8 
 キリスト教中世においては、経済活動は卑しい存在と見なされていた。そもそも商業と9 
は｢手を加えないものを、安く買って高く売るだけの｣仕事であり､結局は｢人をだます｣仕事10 
と見なされていたのであり､商業活動は、決して社会に貢献する活動であるとは見なされて11 
いなかった。金貸しはさらに厳しい目を向けられる仕事であった。なぜなら、金を貸すだ12 
けで利益を得ることは、自分が働くのではなくお金が働くだけなので不労所得であり、公13 
的には認められない利益と見なされたからである。アリストテレスも利子を取ることは不14 
正と考えていた（＊イスラム社会では、いまもそうである＊）。 15 
 オリヴィは、単なる｢貸し付け金｣と､｢資本｣（利益を生み出すお金）として金銭が貸し付16 
けられる場合を区別した。 17 
 お金はただのお金ではなく、資本として貸し付けられ、資本の仕事をする。その仕事の18 
成果は利子となって現れる。そして利子は、お金に資本の性格を与えた人間のものになる。 19 
 アウグスティヌスにおいては、利子を認める世界は欲望を認める世界であり、哲学的に20 
正当化されるものではなかった。神の定めた自然の秩序に反する世界であると見られてい21 
た。トマスにおいてもアウグスティヌスの論を出るものではなかった。 22 
 それに対して、オリヴィは、不正な取引になることを慎重に排除しながら、積極的に商23 
業を擁護する。オリヴィは、利子徴収の正当化を 初に主張した人ということができる。24 
さらにまた、｢需要と供給｣の関係から商品価格が決まってくることを見いだした 初の学25 
者である。（＊修道院生活をしながら、なぜここにたどり着いたかは謎である＊） 26 
 27 
・アリストテレスを超える－認識論、及び固体化の原理 28 
 オリヴィは、認識論に関して、アリストテレス流の説明では理解しがたい事実を指摘す29 
る。例えば聴覚は、眠っているときでも目覚めているときでも同じ音を聞くはずである。30 
しかし実際には、睡眠中は音を聞かない。視覚についても、ほかのことに熱中している人31 
は目の前のことに気づかない。 32 
 アリストテレス主義者は、認識する側の状態については問題とせず、一般的に、対象が33 
原因となって認識能力に差が生じると説明するのだが、オリヴィはそれを否定する。オリ34 
ヴィによれば、対象はそれ自体では認識されず、ただその像が受け取られるだけなのであ35 
る。このような理解は、時代を超えて、カントの認識理解（もの自体の認識はない）にま36 
で通じることは明らかである。  37 
 このように、オリヴィはアリストテレスにとらわれない考察を示すことで、その後の哲38 
学の歴史に、近代への飛躍のための大きなステップを提供した、といえる。 39 
 40 
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 アリストテレス哲学では、事物を質料と形相の複合として説明する。形相は事物の本質1 
的原理であり、事物の本質的はたらきを生じる根拠である。他方、質料は形相を受け取っ2 
て具体化する原理と見なされる。 3 
 例えば人間による製作物である机は、机の設計理念を｢形相｣として、木材を材料にして、4 
つまり木材を｢質料｣としてできあがる。他方、自然の生物なら、その生き物の種的本質を5 
形相として、その身体を形成する栄養素を材料（質料）にして生み出される。 6 
 新プラトン主義的な秩序においては、抽象度の高いものが存在上も高位にあると見られ7 
ていた。したがって、質料との複合で生まれる個体性は、尊重すべき個体性ではない。と8 
ころで、個人の人格的個体性は尊重すべき個体性である。したがってこの説は、人格的個9 
体性を説明しない。人格性は高位のものであり、質料的ではなく、むしろ形相的と見なさ10 
なければならない。ここで、質料的個体性と人格的個体性はどのような関係にあるかとい11 
うことになると、従来のトマスの論考のうちには説明が見いだされない。このジレンマを12 
ジレンマとして受け取って問題にしたのがオリヴィであった。 13 
 すなわちオリヴィは、一方で普遍者の完全性を主張しながら、普遍よりもむしろ個別者14 
のもつ一性が､存在性と置き換えられて考えられている。 15 
 <あるものがそれ自体において、より一つのものであり、ほかのものから区別されるもの16 
であればあるほど､それはそれだけよりも完全な存在者である。というのも、一と存在者17 
は置き換えられるからである。> 18 

 すなわちオリヴィは、一方で普遍者の完全性を主張していながら、ここでは、普遍より19 
もむしろ個別者のもつ一性が､存在性と置き換えられて考えられる、という見解に同意して20 
いる。つまり普遍者よりも個別者の方が、より完全な存在者である、という意見にオリヴ21 
ィは賛同している。 22 
 すでに述べてきたように、新プラトン主義は抽象度（普遍性）の高いものを高位のもの23 
と見なす。したがってオリヴィの指摘は、新プラトン主義からの真の決別の始まりを､あや24 
ふやながら示している。 25 
 26 
第 12 章 ヨーロッパ中世終端間近の輝き（ドゥンス・スコトゥス１） 27 
・ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス（1265/6－1308） 28 
 一般の哲学史でも、トマス・アクィナスの神学が説明できれば、中世哲学については説29 
明の大半は終えてしまうものである。それはヨーロッパ精神史のなかでの中世が、キリス30 
ト教信仰に基づきながら｢アリストテレスの時代｣を成熟させることで終わった、と見なす31 
歴史が公認されているからである。 32 
 しかしこの本では、そこにオリヴィを付け加えることで、ドゥンス・ストコゥスとオッ33 
カムに引き継がれる新たな潮流を説明して、中世を近代につなげる道を跡づけるつもりで34 
ある。 35 
＊スコトゥスの時代背景と、スコトゥス理解の困難さをかなり詳細に論じている。著者は36 
スコトゥスの専門家である。＊ 37 
 38 
第 13 章 存在の類比から概念へ（ドゥンス・スコトゥス 2） 39 
 この章では、スコトゥス哲学の特徴の一つである｢存在概念の一義性｣を説明することを40 
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目的にしているが、その前にトマス・アクィナスの｢類比の思想｣を説明する。なぜなら、1 
読者が出会う中世哲学に関する書物は、トマスの哲学を基軸にして、トマスの視点から書2 
かれていることが大半だから､まず後者の理解を整理しておきたい。＊著者は、それまでの3 
哲学のすべてがトマスに流れ込み、後の哲学がすべてトマスから生じている、と考える中4 
世史学の風潮に批判的に立ち向かう。＊ 5 
 6 
 トマス哲学の独創性とは、エッセ（存在すること）の思想である。エッセ（存在）とエ7 
ッセンティア（本質）の区別自体はアヴィセンナからのものである（＊説明は割愛した＊）。 8 
 まず、存在と本質のことばの説明を行う。一般的にいえば、ものの本質とは、ほかのも9 
のと区別して、それが何の種類であるかを考えるときにいわれるものである。例えば｢人間｣10 
とか｢馬｣とか、生物学的な種の違いでいわれるものが、ものの本質である。言い換えると、11 
個体の違いを超えて見いだされる共通性が、本質である。 12 
 他方エッセとは、それが｢在る｣ということ、｢現実に存在している｣現象を｢名詞化｣した13 
ものである。 14 
 人間と犬は種が違うが、いずれも｢存在している｣。この存在している現象に関していえ15 
ば、種が違う、つまり本質で区別される人間と犬の間の相違はない。 16 
 存在しているという現象は、本質とは別の、いずれの存在者にも見いだされる現象であ17 
る。それゆえエッセと本質は区別される。 18 
 結論的に言うと、トマスはつぎのような二つの条件の前に立っていたと思われる。  19 
 神は上位の存在である、つまり抽象的存在である。したがって｢神が存在する｣というと20 
き、その｢存在｣は抽象的存在でなければならない。ところが他方で｢神は存在する｣という21 
命題は、人間の日常生活における（在るか無いかという）判断の命題として扱わなければ22 
ならない。日常生活とは具体的な場面である。 23 
 この二つの条件を満たすために、トマスは抽象名詞エッセを､｢在るか無いか｣の判断の地24 
平で扱うようにした。判断の地平は疑いようもなく、具体的で感覚的な地平であって抽象25 
的な地平ではない。 26 
 トマスはアヴィセンナを超えて、一方は抽象的な地平にある本質であり、他方エッセは、27 
具体的な判断における｢在る｣である、と見なした。つまりトマスは、エッセに関して抽象28 
と判断の地平を同一化する。それゆえに、つねに感覚表象に立ち戻って｢判断｣しなければ29 
ならないことを強調する。つまり抽象的地平にある存在を、つねに感覚の地平につなげる。30 
そしてトマスは、この両者を｢存在の類比｣において把握する。 31 
 本質と存在の両方が、同じ地平（抽象認識か､判断か）にあるなら問題ないが、トマスは32 
質の異なる地平を提示して、その間の類比を主張しているので、きわめて分かりづらい。 33 
 まず、｢類比｣とは何か。それは文学世界における｢比喩｣か、数学世界における｢比｣（た34 
とえば幾何学上の比例的一致）のようなものである。例えば、知性と知性の認識対象との35 
間にある関係は、目（視覚）と見られるものとの間にある関係と類似の関係にある。この36 
とき、これらは類比の関係において一致しているといわれる。 37 
 トマスの主張はこんなものだろう。感覚的なもの（質料）における本質と存在の関係が、38 
普遍的なもの（形相）の本質と存在の関係に類似していると見るのが、トマスの存在の類39 
比である。これを使って、普遍的なものの存在を、感覚的なものの存在から判断するとき、40 
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類比による知性の判断、すなわち｢在るか無いか｣というトマスにおける判断のはたらきが1 
ある（＊判断という感覚的地平でのはたらき＊）。 2 
 いささか驚くべきことに、天使や神についても、感覚的なものからの類比を通じて｢在る3 
か無いか｣の判断ができる、というのである。だがトマスは、そのできるプロセスを説明し4 
てくれていない。 5 
 わたしたちは通常、｢在るか無いか｣を判断する場合、その主語となる事物について何ら6 
かの認識を持たなければならない。トマスは、その｢何であるか｣がとらえきれず、何らか7 
のものを｢神｣とか｢天使｣と｢わたしたちが名付けているもの｣という事実にしか言及しない。8 
ただ｢わたしたちが神と呼び、天使と呼ぶもの｣が、確定した概念なしに主語におかれて、｢在9 
るか無いか｣の判断が論じられているに過ぎない。 10 
 しかし見方を変えれば、トマスの考えは、アンセルムスの神学伝統に忠実だということ11 
ができる。（＊復習はしない＊） 12 
 とはいえ、私（著者）にはやはりトマスの主張はきわめてわかりにくい。特に神や天使13 
のように、抽象によって認識することすらできないものについて、存在判断が類比的に可14 
能である。という主張は、まったく分かりかねる。 15 
 16 
・事物と概念 17 
 スコトゥスによれば､わたしたちは概念を事物として扱って良い（＊その説明は前章で省18 
いた＊）。スコトゥスは、概念は事物として扱えるが、事物は概念ではない、と注意してい19 
る。つまり事物と概念を同一視することを禁じている。両者の違いを見ながら手元にある20 
（心の内にある）概念によって実在世界を論じる正当性を主張する立場である。 21 
 例えば、私が道で自動車が走る様子を見るとき、私は自分の目に映る自動車によって自22 
分の行動を制御する。このとき私は、自分の心のなかに実物の自動車が走っているのでは23 
ないことを理解している。私の心の中にある自動車の概念は、確かに実物ではない。しか24 
し実物の記号であり反映である。私はそれを実物扱いして、自分の行動を判断することが25 
できる。 26 
 スコトゥスによれば､人が心の中に｢人間｣の像を描く場合、その像には二種類ある。知性27 
のなかに 初に置かれる知覚像のとしての｢人間｣は、無意識のうちに｢抽象されたもの｣で28 
ある。それとは別に、感覚像としての｢人間｣がある。この知覚像と感覚像との違いはやっ29 
かいである。 30 
 古代中世の哲学伝統のなかで、感覚と知性の区別は常識である。したがってそれぞれが31 
もつ像は、その本質性格において違っていなければならない。知覚像が｢抽象された像｣で32 
あると主張されるのは、それが知性のうちに置かれた像であるからである。他方感覚像に33 
おいても、一種の抽象が働いている。感覚像も、事物とは違って、事物自身が持ついくつ34 
かの条件ないし性格（例えば特定の分量をもつ性格）は取り除かれている。そう考えると、35 
感覚像も抽象されたものである。それゆえ感覚像と知覚像の違いは、直接には－言い換え36 
ると、内的直感を通じては－決して見えない。それにもかかわらずスコトゥスは感覚像と37 
知覚像との違いに明確なこだわりを見せる。それは何故か。 38 
 39 
 まさに中世哲学が｢神学である｣ことが、ここにかかわっている。スコトゥスにとって、40 
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知的霊魂は三つのはたらき、すなわち、｢記憶し、理解し、愛する｣（記憶と知性と意思）1 
はたらきを持つ能力であり、それは三位一体の神（父と子と精霊）が｢自分の似姿｣として2 
人間をつくった証拠（あかし）なのである。ところで、神は他のいかなるものにも依存し3 
ない絶対的なものである。それゆえ、その似姿である知的霊魂の三つの能力は、それぞれ4 
ほかに頼ることのない独立して働く能力と見なさなければならない。しかし、そのために5 
は、知性は自分の対象を持つことについても、感覚に依存することがあってはならない。6 
つまり感覚のなかに自分の対象を見いだしていれば足りる、と考えることはできない。し7 
たがって知性は、知性の抽象作用によって、感覚像とは別に、｢知性自身のなかに｣知覚像8 
を特別な仕方でもつものでなければならない。スコトゥスによれば､それによって初めて、9 
知的霊魂がそれ独自のはたらきを、感覚とは区別してもつことができるのである。それゆ10 
え、知覚像は感覚像とは区別されて存在しなければならない。 11 
 日常生活においては、ことばは曖昧に用いられている。しかしスコトゥスによれば、哲12 
学や神学の探究場面においては、概念ないしことばは、厳密に一義的に用いられる必要が13 
ある。 14 
 学問の基礎は命題である。そして命題は、主語と述語が真偽を決定できるような仕方で15 
結びつけられている。したがって端的に言えば、真偽の決定のためにも、述語は一義的に16 
主語とかかわらなければならない。ところでスコトゥスにとっても、神の存在こそが神学17 
の課題である。それゆえ神についていわれる（述語される）存在概念は一義的でなければ18 
ならない。スコトゥスは簡略にいえば、概念の一義性をつぎのように主張している。 19 
 <｢神は存在者である｣といわれるとき述語された｢存在者｣の概念は、｢被造物（例えば石）20 
は存在者である｣といわれるときの｢存在者｣と同じ概念である。> 21 

 神を主語とした場合と被造物を主語とした場合､どちらでも、スコトゥスによれば、存在22 
者の概念は一義的に（等しく）述語される。これがスコトゥスの｢存在の一義性｣の主張で23 
ある。  24 
 （トマスの場合と違って）スコトゥスの場合は、いったん抽象を経たのちは、知性は感25 
覚に戻ることなく概念を得るゆえに、感覚との間に完全な距離を措定することができる。26 
それゆえ知性が得る概念は、感覚の間に見られる相違から距離を保って、存在概念をはじ27 
めとする多くの概念が一義的でありうる。 28 
 29 
第 14 章 個別者とペルソナ（ドゥンス・スコトゥス 3） 30 
・個としての神 31 
 ドゥンス・スコトゥスの哲学は｢個別性｣を重んじる 初の哲学として登場した。それは32 
ヨーロッパ哲学史のなかでも重要な転換点になる。 33 
 哲学は、古来つねに普遍的な本質を追究してきた。例えば、正義とは何か、実体とは何34 
か、存在全体のありようはいかなるものか、等々、普遍的なものこそ探求の価値がある事35 
柄と見なしてきた。他方、個別的なものは、奴隷的な民衆がそのために右往左往する些末36 
な事柄として軽蔑的に受け止めてきた。つまり、より抽象的で普遍的なものを、個々の具37 
体的なものより｢すぐれた存在｣と見なして研究を進めてきたのである。 38 
 トマスにおいても神はエッセそのものといわれるが、そのエッセは｢抽象的存在｣である。39 
オリヴィにおいても、神の存在は｢ 高度の抽象｣である。彼らにとって抽象的であること40 
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は、実際に普遍的である（世界に広く見られるものである）ことを意味した。それは同時1 
に普遍的な｢原因｣であることを意味した。そして普遍性はより｢上位の存在｣であることを2 
も意味する。つまり神がもっとも抽象的な存在であるということは、それがほかの何より3 
も上位の存在であり、世界のすべての事柄に対して直接・間接に原因であるもの、あらゆ4 
る事柄に決定的な力を及ぼしているもの、それほど偉大なものであることを意味していた。 5 
 これに対して、スコトゥスは、個々の名辞（＊概念をことばで表したもの＊）がもつ普6 
遍性は、その名辞がそれだけ普遍的な力を持つことを意味すると考えるべきではない、と7 
初めて考えた。スコトゥスは、アリストテレスの論理学にのみしたがって、名辞の普遍性8 
は主語に対する述語の普遍性、つまり主語に述語することができる可能性としてのみ規定9 
した。 10 
 キリスト教が示す神は独自の存在であり、世界のすべてとは違う存在である。しかしス11 
コトゥスが主張するように、神が普遍存在ではなく個体存在と見るならば、神はまさしく12 
独自の存在であるほかない。したがって、世界のどれをとっても神を述語することはでき13 
ない。石は神ではないし、山も神ではない。神は世界にとって 大の原因であったとして14 
も、世界のいかなるものにも神を端的に述語することはできない。それゆえ、神の力は遠15 
くあらゆるものにおよぶ普遍性をもつとしても、その普遍性は、神を主語として述語の位16 
置で語られるものであって、神自体の名辞を普遍存在として語ることは避けなければなら17 
ない。明らかにスコトゥスはこのように考えはじめたのである。 18 
 見方を変えれば、スコトゥスは、アリストテレスの｢論理学上の普遍性｣を神学において19 
も端的に適用する。そのことを通じて、スコトゥスは存在の完全性（原因性のレベル）の20 
優劣と、論理性としての個別か普遍かの違いの間に、明確な乖離を与えた。すなわち、そ21 
れが完全性においてより優れていることと、より多くの事柄に影響を与えることとは別の22 
事柄であると見なして、一方は完全性の段階の違いとして記述し、他方は、述語の普遍性23 
として記述するのである。 24 
 ドゥンス・スコトゥスこそ、まさにこの転換を引き起こした学者だった。存在の優劣に25 
かかわらず（つまりその存在が優等であるか下等であるかの違いは考察の外に置いて）、実26 
在世界に見いだされる具体的な存在はすべて、神も被造物も、元来、個的存在であり、そ27 
れに対して抽象的で普遍的な存在は、むしろ個的存在に含まれた｢共通の性格｣として存在28 
する、と彼は見なした。 29 
 現実の世界に具体的に存在しているものは、やはり目に見える個的な存在であって、言30 
い換えると、個別化されていて、一方、知覚像のうちに概念として受け取られる普遍者は、31 
わたしたちの知性が個的存在の中身（本性）を理解して述語化するとき、そのときにいた32 
って初めて普遍的性格を与えられるものでしかない。 33 
 スコトゥスにとって、抽象は知性が個的存在から引き出すことであり、そのように引き34 
出されたものが、個的存在を主語にして抽象的に（普遍的に）述語される。神はまたそれ35 
自体は個的存在である。スコトゥスは、神を哲学的に著述する際、哲学史上初めて、｢唯一36 
の抽象｣存在であることをやめて、｢唯一の個｣の存在とした。 37 
 高の存在である神が抽象的存在でないとすれば、完全性の秩序は普遍性とは別の事柄38 
ということになる。見方を変えれば､知性が見いだす抽象性や普遍性が、感覚がとらえる個39 
別性と比較して、絶対的な優位性を失ったことを意味する。  40 
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 ところで、善や完全性は価値概念である。普遍的真理の追究が、善や完全性の追求から1 
切り離される道筋は、明らかに近代への価値観へとつながる。周知のように、近代におい2 
ては科学技術は価値とは無関係に真理であり、両刃の剣となっているからである。 3 
 4 
・ペルソナとは何か 5 
 イスラエルの神の性格を特徴づける適切な用語が、ギリシャ哲学のなかに見いだせなか6 
ったので、ラテン語の｢ペルソナ｣（演劇で用いられる｢仮面｣）を使ったのだという。キリ7 
ストの世代になって、神は父と子と精霊からなることになったから、それらは一つの神の、8 
それぞれ異なるペルソナと解釈されるようになった。 9 
＊本当のところ、ペルソナはよく分からない。著者もさじを投げるほどに分かっていない10 
らしい。トマスのペルソナ理解からスコトゥスのペルソナ理解への変化が､プロテスタント11 
の発生の時代精神と合致しているのではないか、と著者は推測しているが、よく分かって12 
いないし､今後の研究に待つしかない、という。ここは飛ばすに限る。＊ 13 
 14 
第 15 章 可能世界と自由意志、及び「針先の天使」（ドゥンス・スコトゥス 4） 15 
 中世の人々は、時代が進歩するとは考えていなかった。まもなく世の終わりがくること16 
を信じながら、自分たちの見ている世界こそ､人類が地上での生活を終える 後の時代であ17 
ると信じていたのである。その中世と、科学が進歩している現代との間に哲学のうえでは18 
共通する側面を見いだすことができる。その例として、著者はスコトゥスと｢可能世界論｣19 
（ライプニッツが始めたといわれる）の間に見いだしている。可能世界論的世界をスコト20 
ゥスがすでに主張していた、というわけである。 21 
 アリストテレスは、ある時点でなにか、例えば A が実現した場合、A 以外の可能性はそ22 
の時点で消滅する、と考えていた。つまりそれまではいくつかの可能性があったとしても、23 
現実がその一つとして実現したとき、ほかの可能性はすべてつぶれている、というわけで24 
ある。 25 
 可能性は、現在よりも未来についていえることであって、現在から過去の事実について26 
いえば、事実の成立時点でその事実以外の可能性は消えている。逆に言えば、成立した事27 
実は、成立して時点で｢それ以外ではあり得ない｣事実、言い換えると、｢それ以外の可能性28 
がない｣事実となっている。さらにこれを言い換えると、｢必然的な｣事実となっている。ひ29 
とたび成立した事実は、もはや誰にも変えられないからである。したがって、それは偶然30 
か必然か、そのどちらかでいえば、必然である。 31 
 アリストテレスはこう考えたし、スコトゥス以前の哲学者は疑問を抱かなかった。・・可32 
能性は現実化によって消えるというのが西洋存在論の伝統である。 33 
 しかしスコトゥスは､事実の現実化というものが、偶然的事実が必然となることであるな34 
らば、自由意思の自由の根拠が明らかにならない、と考えた。例えば、本を読もうか、テ35 
レビを見ようか、と考えて、テレビを見ることにしたら、テレビを見た時点で、私はテレ36 
ビを必然的に選択した、ということになってしまう。それが｢自由に｣行われた、というこ37 
とができないだろう。 38 
 スコトゥスが実際にこの問題に直面しているのは、神がある人を天国に迎えるように予39 
定していても、当の人物が罪を働いて神が地獄行きを命ずることになる、ということがあ40 
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りうるか、という問題を論じている場面である。 1 
 この問題自体大変難しい問題で、スコトゥスの結論を明瞭に表現することは控えておき2 
たい。（＊これは困ったことである。もしすべては神の意志である､と考えたら、それは、3 
自ら近代社会を切り開くことができなかったイスラム社会になってしまうから。続いて、4 
＊）神は全能であるが、それでも人間個人の意思のはたらきの自由がそれと絡んで、人間5 
が罪を犯す可能性が残ることがたくみに論じられる、とだけ述べておきたい。彼の議論は6 
誠に精妙で、下手な説明では、神と人間の意思の一方に偏って見てしまう危険性があるか7 
らである。（＊この著者の態度は、後にまで尾を引く＊） 8 
 偶然の事象について原因を考えるとき、必然性はそこにはないのであるから、原因を数9 
え上げることはできない。偶然に起きたことは起きなかったかもしれないものであるから、10 
必然的に先行する原因にたどり着かないからである。したがって偶然的事象については、11 
原因の系列を辿ることは意味がなく、いきなり｢神の意志｣を 終的な原因として考えるほ12 
かない。 13 
 他方、必然の原因は、先行する原因にたどり着くことができるし、その系列を遡及する14 
ことができる。そして 後の神の存在にたどり着く。それゆえ必然の原因についても偶然15 
の原因についても、究極の原因に至るとき、そこには神が設定されるほかない。そして必16 
然の原因については、神の知性理解を設定することができるが、偶然については、神の自17 
由意思を設定するしかない。 18 
（＊この神の自由意思というのが分からない。だからなんだというのだ？＊） 19 
 20 
・何人の天使が針先で踊れるか 21 
 中世哲学を揶揄したことば｢何人の天使が針先で踊れるか､そんなことをスコラ哲学者ど22 
もは真剣に議論していた｣は、現代からの中世哲学批判である。 23 
 ｢天使が踊る｣という表現は絶対にスコラ哲学的ではない。なぜなら、教会も修道院も｢踊24 
る｣ことを禁じていたからである。庶民の踊りは異教的であり、教会から見れば、踊るのは25 
天使ではなく、むしろ悪魔の方である。（＊本筋とは関係ない＊） 26 
 スコトゥスの、天使の場所論では､四つの課題が論じられている。 27 
第 1 問：｢天使は場所のうちにあるか｣ 28 
第 2 問：｢天使は限定された特定の場所を必要とするか｣ 29 
この二つをパラフレーズして、つぎのようにいっている。 30 
｢天使は特定の場所を必要とする、という意味は、それより大きな場所も、それより小さな31 
場所も必要とせず、正確にその特定の場所を必要とするだけか、ということであり、なお32 
かつ、これはつぎの意味も含んでいる。すなわち、それはブンタクレ（先のとがったもの）33 
な場所にありうるか、しかも、どれほど小さな場所にも、また、どれほど大きな場所にも34 
ありうるか｣ 35 
第 3 問：「天使は二つの場所に同時にありうるか｣ 36 
第 4 問：｢二人の天使が同時に同じ場所にありうるか｣ 37 
スコトゥスは、これらをまじめに論じているのである。 38 
これらのあとに｢天使の運動論｣が続いている。その中で、｢真空中の運動｣と｢非連続の点39 

と連続の線｣について興味深いことを語っている。 40 
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ところで、アリストテレスの自然学といえば、真空の否定、および、非連続である点は1 
連続体である線を構成できない、という主張のために、近代科学の成立を遅らせたことで2 
悪名高い。（＊だ、そうです＊） 3 
スコトゥスはつぎのようにいっている(『オリディナティオ』第 2 巻) 4 
 5 
平面の上を動く球があったとき、その運動は平面に線を刻む。しかしながら、球は平面6 
に点でしか接していない。したがって、その点は線の全体を通過している。しかしなが7 
ら、そうであるとしても、点によって通過された線は、だからといって、点によって構8 
成されているのではない。 9 
 10 
スコトゥスがこの事例を通して解決しようとしている問題は、天使は空間などの連続量 11 

のうちに存在しうるかどうか、という問題である。天使は実体として不可分な一個の存在12 
であるが、もし点が連続量のうちに存在しえないならば、天使はこの世界に存在しえない13 
ことになる。ところが、点という不可分なものが、線という連続量のうちを通過できるの14 
であるから、天使がたとえ点のように非連続量であったとしても、それが連続量である空15 
間のうちにあっても不思議ではない、という証明である。 16 
 真空に関する議論は、以下のようである。 17 
 スコトゥスは、場所は｢場所的運動に対比した等価性に即して｣不滅であると論じる（＊18 
著者は、｢等価性｣という用語を、アインシュタインの｢重力｣と｢加速度｣の等価性と対比さ19 
せている＊）。なぜなら、ある場所から実体が移動しても、別の実体がそこに移動してくる20 
とか、他の実体との対比において、何らかの関連がそこにある、とか、結局、何らかの場21 
所であり続けるので、事実上、場所は消滅しない、ということである。アリストテレスの22 
権威に従えば、実体が場所を移動することで場所は消滅する､といわざるをえないが、スコ23 
トゥスははっきりとアリストテレスを否定するのである。 24 
 25 
 スコトゥスは、こうした場所論を吟味したあと、天使はどのような場所にあるか、｢針先26 
のような場所にありうるか｣という問題に取り組む。 27 
 どれほど大きな場所でも、あるいは、どれほど小さな場所でも、そのうちに存在するこ28 
とのできる能力は無限な能力なので、神のみに許されている。天使は限界をもつので、存29 
在するのは、やはり一定の場所に限られる。しかしだからといって、針先のような場所に30 
存在しえない、と結論するのではない。スコトゥスは、それはありうると述べる。スコト31 
ゥスは断定することを控えて、可能性を論じるだけである。 32 
 話題の奇抜性に反して結論は慎重である。ただ、その論の過程で、アリストテレスの頑33 
迷さを破って､近代科学の概念が生じている（＊ことを著者は強調する＊）。場所が実体の34 
付帯性としてあるのではなく、｢等価性｣を通じて、場所が何もない空間として考えられる35 
（？）、という結論、すなわち実質的に真空の場所が認められるに至った議論が、中世末期36 
の天使の場所論だったのである。 37 
＊著者は、スコトゥスのうちに近代科学の概念、もっというと、アインシュタインの｢等価38 
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性｣6に共通するものを見いだしているわけであるが、たとえそうだとしても、それが近代科1 
学や近代哲学につながったということではないのではないだろうか。＊ 2 
 3 
第 16 章 「中世」の終わり（オッカムとエックハルト） 4 
・中世哲学 後の哲学者：ウィリアム･オッカム（?-1347） 5 
 初に、オッカムが哲学に果たした役割を結論的に述べる。 6 
 彼は、神学を直接に破壊したというよりも、もっと根本的な変化を哲学に与えた。彼は7 
普遍の実在を否定する唯名論によって、哲学には実在世界の全体を探求していく力がある、8 
という哲学への信頼を打ち消してしまった。その代わりに、個別的感覚に基づく専門科学9 
に合理性の全幅の信頼を寄せる道をつくってしまった。あえていわせてもらえば、誰より10 
もオッカムによって､知性よりも感覚のもつ直感が信頼される時代が切り開かれたのであ11 
る。 12 
 学問の歴史が古代ギリシャに始まって以来、オッカムの主張が起こるまでは、自然につ13 
いて語ってきたのはもぎれもなく哲学者であった。・・哲学の権威のみが自然について真実14 
を語りうる権威であったし、人間や人生や善美についてはもとより、宇宙についても､哲学15 
こそが第一の学であった。 16 
 ところがオッカムの哲学は、哲学が自然的実在について探求することに関して無力であ17 
ることを示した。それによってオッカムは自然哲学を過去のものにしてしまった。  18 
 従って、彼はキリスト教信仰に対して悪魔的であったというより、むしろ古代から哲学19 
がもっていた自然学に対する権威をぶちこわした。そしてその連鎖的結果として、中世哲20 
学を終わらせたのである。 21 
（1323 年に異端説の嫌疑をかけられ､アヴィニヨンの教皇庁に召還され査問を受ける。22 
1328 年に逃亡して神聖ローマ皇帝の庇護を受ける。） 23 
 大学に集まっていた若者たちが心を動かされていたのは、アリストテレスが示す自然の24 
説明の見事さであった。ところがオッカムはその自然学を、哲学によって、感覚経験の領25 
域に移したのである。 26 
 自然のうちに抽象存在を設定していたのがアリストテレスの自然学であった。オッカム27 
の哲学はその存在を完全に打ち消した。これによって哲学者は、哲学独自の領域で自然学28 
を語ることができなくなり、神学も自然学の上に成立することができなくなった。こうし29 
て哲学は、若者たちの興味を神学に向けさせることができなくなった。つまり神学者がア30 
リストテレスの自然学を学び、それと矛盾しないように、あるいは理論的優越性を主張し31 
つつ、信仰内容の真理性を哲学によって論じても、その努力は無意味になったわけである。32 
そうして、オッカムは、完全に時代を変えたのである。 33 
 34 
・オッカムの認識論 35 
 オッカムが生み出した唯名論的（個物の実在のみを認める）認識論は、具体的には｢知的36 

                                                   
6 アインシュタインの等価原理は、 
“慣性系にある実験室での、重力に起因しない実験結果は、実験室の速度や位置に依存し

ない。”（Wikipedia） 
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直観論｣にもとづいている。オッカムは、自分の直感説はスコトゥス博士から引き継いだも1 
のだといって自説を権威づけている。 2 
 スコトゥスにとって、抽象存在はほぼ概念の存在となっていたが、それでもいまだに抽3 
象存在は上位の存在として生きており、そこにたどりつく道は抽象によるものだと考えら4 
れていた。そして、もし人間に直感という実在に即した完全な認識があるなら、それは人5 
間に抽象とは違う個別的存在の内在的固有性を教えるものであるに違いなかった。 6 
 しかし現にわたしたち人間は、人それぞれの内在的個性を直接に見ることによってでは7 
なく、その結果としての行動を見て、その個別的本質を推し量ることしかできない。スコ8 
トゥスには、この点での疑いや動揺は全くない。そしてこれがスコトゥスにおける実在論9 
なのである。 10 
 ところがオッカムは、スコトゥスの直感説を自分の唯名論哲学のうちに取り入れて、ま11 
ったく違う意味を与えた。 12 
 いうまでもなく唯名論と実在論は異質の立場である。そもそもカンタベリーのアンセル13 
ムスに始まるスコラ哲学において神の存在証明が可能なのは、実在論の立場に立つことに14 
よってであった。唯名論ではせいぜい、神が作出因として各存在について個別に存在を創15 
出している、という立場でしか証明できない。実際唯名論においては個物しか存在しない。16 
それゆえ実在における原因の作用は、本質的に個別的で偶然的であるほかない。だとすれ17 
ば、スコトゥスのように概念上必然的原因の系列をさかのぼって神の存在を証明する、と18 
いうことは、まったく無意味な作業である。 19 
 とはいえオッカムにも、申し訳程度の神の存在証明がある。すなわち、世界が存在する20 
なら、世界の存在を保持している神がいなければならない、という証明である。 21 
 他方でこの証明は、世界の存在の全体が、作出因のみで説明できることを明らかにして22 
いる。アリストテレスの四原因7のなかで、質料因と形相因どころか、目的因すらもオッカ23 
ムにいたってその意味を失ったのである。そしてこのことは、近代科学が作出因（＊作用24 
因＊）、あるいは起動因（＊動力因＊）のみで現象を説明する道を哲学的に開いた、という25 
ことができる。 26 
＊近代科学がオッカムのこの立場を受け継いだことを説明できないと、著者の自己満足に27 
なってしまうが？紹介者にはその知識はない。＊ 28 
 さて、オッカムは｢世界の終わり｣が近づいていると感じていた。（＊本当にそうらしい。29 
われわれ現代人には信じがたいことであるが。＊）つまりオッカムにとって世界の実在は30 
永遠的に信じられることではない。それゆえ世界が学問的に｢実在｣と見なされるのは根拠31 
が薄弱である。他方、本来神のものとされている「ことば」は、神という盤石の基盤を持32 
っている（＊これも、われわれには理解しづらいことであるが、｢はじめに、ことばありき｣33 
を思い出してほしい。世界は｢ことば｣によってつくられている、と考えている。＊）。した34 
がって、それはまさに永遠のものである。 35 
 ところで、｢ことばの世界｣を扱う学問は論理学である。論理学こそ普遍者と個別者をこ36 

                                                   
7 アリストテレスは、世界に生起する現象には「質料因」と「形相因」があるとして、これ

を分け、後者をさらに「動力因（作用因）」、「形相因」、「目的因」の 3つに分け、都合 4つ

の原因があるとした。Wikipediaより 
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とばが示す通りに扱って真実を解析することができる。というわけでオッカムの哲学は、1 
実体として｢論理学｣に結実する。 2 
＊彼の『論理学大全』は、トマスの『神学大全』に匹敵する仕事であるという。ところが、3 
研究が進んでいない客観事情と、著者の論理学用語に通じていない主体事情が重なって、4 
踏み込めないことを告白している。残念なことである。＊ 5 
 6 
 アリストテレスとその後継者たちにとって、抽象存在は実在として、現に、知性の外に、7 
一段高度な存在として存在すると見なされていた。知性はただそれをことばで明らかにす8 
るだけである。そして、一段低いと見なされる個別存在は、感覚に明らかになっている感9 
覚的存在である。このように明確な秩序をもった存在感は、古代中世を通じて､2000 年近く10 
続いたのである。 11 
 この存在感に根本的な変化をもたらしたのがスコトゥスである。スコトゥスにおいて普12 
遍存在や抽象存在は、知性外の存在から概念存在（知性内存在）へと変化し、知性外に存13 
在するものは個別的なものとなった。オッカムは（スコトゥスを若干修正した上で､＊スコ14 
トゥスには中世的残渣が少し残っていた＊）それを引き継いだのである。現代のわたした15 
ちは一様に、普遍はただちに概念（知性内の存在であり、対象の反映のみ）だと単純に思16 
いがちであるが、それはオッカムによって完全にそうなっただけである。古代からそうだ17 
と思うのは誤解に過ぎない。 18 
 オッカムは、わたしたちの知性は直観認識を普通に持っていると主張する。それは、近19 
代人が瞬間的な認識が直観であると無意識に思い込んでいるのとは異なっている。 20 
 オッカムによれば実在しているのは個物のみである。したがって実在を認識する能力は、21 
直観のほかない。なぜなら個物を認識するのは抽象ではないからである。抽象は普遍存在22 
しか認識しない。オッカムが主張するのは、それまで感覚にしか認められていなかった直23 
観を、この際、知性にも認めなければならない、ということなのである。オッカムは、感24 
覚の直観作用が働いているときには、二つの知性のはたらき、すなわち、抽象と直観が同25 
時にある、と主張する。 26 
 オッカムによれば､知性は対象事物がまさに今現在存在していることを、実際認識するこ27 
とができる。オッカムが権威として仰いだスコトゥスは、たしかに直観を定義して｢存在し28 
ている限りでの認識｣であるといっている。他方、抽象はこの条件がなく、その事物が存在29 
していなくとも保持していることが可能であり、その妥当性が可能な認識である。 30 
 オッカムは、学者が実在について云々するとき、その用いている概念が巧妙に作為され31 
た概念でないかどうか、すなわち実在的概念であるかどうかを、感覚経験によって調べる32 
道をつくったのである。つまりオッカムによって、つぎのことが言えるようになった。す33 
なわち、感覚経験をそのデータとして提示できる概念だけが、学問を真に構成できる概念34 
として認められる。そうでない概念は｢切り捨てる必要｣が認められた。なぜなら、知性が35 
真に抽象を行うところでは、必ず感覚的直感が働いているはずだからである。｢オッカムの36 
かみそり｣という述語はオッカムがつくったものではないが、オッカムの哲学の特色を良く37 
言い当てている。8 38 

                                                   
8 Wikipedia によるオッカムの著作からの引用 
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 1 
・近代哲学の成立 2 
 現代では感覚経験による検証は当たり前なのに、なぜかつてはできなかったのか。なぜ3 
オッカムによって初めてそれが言えるようになったのか。その根拠について考えたとき、4 
オッカムが知性は抽象と同時に直観を持っていると主張したことが、重要な意味を持って5 
いることが判明する。 6 
 オッカムにおいても、学問を構成するのはあくまで知性認識であって感覚認識ではない。7 
学問は、その固有の意味において、知性認識そのものである。それゆえ、感覚表象へと立8 
ち返って概念の実在性の確認作業が行われても（＊トマスの立場＊）、それだけでは学問（科9 
学）の検証とはならない。なぜなら感覚的認識は学問を構成する資格がなかったからであ10 
る。学問は知性に頼るものであって、感覚に頼るものではない。 11 
 オッカムはそこに知的直観の存在を主張した。つまり感覚経験のあるところにはつねに12 
知性の直観もある、とすることによって、感覚経験の場面に知性の権威づけを行うことに13 
成功した。感覚経験は感覚的直観だけではなく知的直観も生じるので、それによって感覚14 
認識にも知性的権威づけがなされたのである。抽象概念の裏書きとしては感覚経験は十分15 
ではないが、知的直観が加われば、十分な学問的裏書きとなる。すなわち知的直観によっ16 
て、ある抽象概念を生じた感覚的直観認識が科学的データの資格ありとして裏書きされる､17 
という筋書きができるのである。そして現代から見れば、それは感覚的経験に基づく経験18 
科学の成立と見ることができる。 19 
 そもそも古代･中世において近代的な経験科学が成立しがたかったのは、感覚経験が一般20 
的に軽蔑されていたからである。・・例えばアリストテレスも、知的吟味を通じて多くの真21 
理を導いている。アリストテレスにおいては、感覚による検証という方法はまったく考え22 
られなかった。感覚は、むしろ逃れるべき認識だったからである。たとえ感覚を通して知23 
性は認識を獲得できるとしても、感覚から離れることで科学に到達することができるとい24 
うのが、古代中世の科学であった。 25 
 それに対してオッカムは、感覚認識があるところには知的直観があると述べることによ26 
って、この見方をすっかり変えることができた。個別的で偶然的な認識でしかないと一般27 
に見られていた感覚経験を、それが同時に知的直観の認識であると主張することによって、28 
感覚経験を学問的な水準（知的水準）を持つ認識としてすくい上げたのである。 29 
 このような認識が広まるならば、感覚経験を重視する経験科学の成立も可能になる。ま30 
ずアリストテレスの自然学でさえも、あらためて感覚経験によって検証されることになる。31 
それはアリストテレスの自然学の権威を切り崩した。アリストテレスの自然学の権威が崩32 
れれば、それに基づく彼の形而上学の権威も崩れ、彼の形而上学に基づく神学もまた雪崩33 
を打って崩れることは避けられない。 34 
 35 
 オッカムによれば、神学は学問ではない。なぜなら、神が｢知っている｣（正確に理解し36 
ている）ことがらを、啓示を通じて人間が聞き知ったとしても、そのことがらを人間が理37 

                                                                                                                                                     
・必要がないなら多くのものを定立してはならない。 
・少数の論理で良い場合は多数の論理を立ててはいけない。 
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解する力を持たなければ、そこに三段論法を当てはめて結論を引き出したとしても､そこに1 
学問的根拠をもっているとは言えない、からである。 2 
 それゆえ、新たな感覚経験から知られることが神学の権威に反するかどうかは、科学を3 
見いだす際に考える必要がない、ということになる。人々は新しい命題を主張するに際し4 
て、神学的権威に反するかどうかを考慮する必要が全くなくなったのである。それゆえオ5 
ッカム以降、科学は自分の出す結論について、神学に配慮する必要もアリストテレスに配6 
慮する必要もなくなった。もはや配慮すべきはただ感覚的データのみである。 7 
 オッカムは、神が目的とすることがらは結局人間には分からないと見なして世界の秩序8 
における目的因の想定を無意味にした。オッカムは神の絶対的な力を強調することで、事9 
物の外から来る原因（作用因）のみによって事象が成立する観念を形成したのである。こ10 
うした作用因のみによる証明が事実の説明として認められることになった。それゆえ作用11 
因のみによる近代科学の説明は、オッカムによって始まったと言える。・・・ 12 
 とはいえ、オッカム以降、科学認識がまっすぐに進歩したのではない。もともとオッカ13 
ムは近代科学を構想したわけではないので、オッカムが主張したことのなかには、近代科14 
学を推進する種になったことがらとは逆に、それへの到達を押さえた概念が混在している15 
のである。スコトゥスに始まる概念であるが、｢神の絶対的な能力｣は、そういう種類の概16 
念である。 17 
 これは、神がもつ絶対的な力は矛盾しないことならどんなことでもできる､という観念で18 
ある。この観念によると、結局すべては神のせいで起こるのであるから、事物上の原因探19 
求の努力を無意味と考えさせてしまう側面をもつ。 20 
 しかしこの観念は、通常なら不可能と考えられることでも、ありえることとして考える21 
｢思考実験｣の可能性を生み出した側面もある。通常では考えられないようなことでも、矛22 
盾のない範囲で自由に考えて良い自由を、科学者に与えた。アインシュタインの相対性理23 
論も、アインシュタインが道具を用いて実験したのではなく、思考実験で見いだした理論24 
である。すなわち、光の速度で動いたらどうなるかという、｢通常ではあり得ない想定｣が、25 
相対性理論の思考実験であった。 26 
 このように、思考実験は近代科学の成立に本質的にかかわっている。それゆえ、神の絶27 
対的能力説は、事物の原因を他の事物的原因に求める科学的探求において、神という第一28 
原因を持ち出すことで頓挫させてしまう可能性と、矛盾のみを排した想定によって科学的29 
実験を促すような｢仮説の想定｣を生ずる可能性を持っていたのである。実際に、オッカム30 
の｢神の絶対的能力｣の強調が、科学革命に結びついたかどうか、この点は不明瞭である（と、31 
著者は言っている）。（＊オッカムとガリレイの間には 300 年の開きがある＊） 32 
 こうした状況では、神の存在証明はまったく意味をなさなくなる。なぜなら、実在に根33 
拠をもつどの抽象概念も感覚世界のうちにあるのであって、そこから外に出ることはでき34 
なくなったからである。 35 
 現代においてわたしたちが証明に使うことばは、感覚からの抽象によって生じているの36 
みである。その上オッカムによって、抽象の知的権威性も感覚によって保証される限りで37 
のみ学問的な水準を認められることになったので、神の存在が証明されるとしたら、感覚38 
的な存在である必要がある。それがありえないなら、神の存在証明はあきらめるほかない。 39 
 近代科学が神の存在に関心を持てなくなったのは、したがって、ごく自然なことである。 40 
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＊エックハルトについては、 後の神秘主義思想家として､少し触れているに過ぎない。＊ 1 


